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つくば学園ロータリークラブ
TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

It is the 23rd year since 1986

1２月４日（木） 会長挨拶および年次総会
１２月４日第一例会は、会長挨拶、本人・奥様誕生祝、結婚
祝授与の後、クラブ年次総会として次年度会長、幹事よりメン
バーの発表があり、承認されました。
また、同日に開催された理事会において、新入会員２名が承
認され、新たなメンバーを迎えることになりました。上野会
長、小城会員の推薦で野村證券㈱つくば支店支店長宮澤泰輔
氏、飯田会員、中山会員の推薦で㈱沼尻代表取締役沼尻真一
氏。次回から参加されるとのことです。
今回ニコニコ大賞の発表がありましたが、古本会員と浦里会
員が受賞されました。古本会員はノーベル賞受賞を陰で支える
存在であったことに対して、浦里会員は天皇陛下および国賓に
『知可良』をお召し上がりいただいたことに対して、表彰され
ました。大変素晴らしいことだと思います。

上野会長挨拶

（要旨抜粋）

・理事会で２名の新入会員が承認されました。皆様の会員増強に
対する取組に対して感謝します。
・理事会で次年度役員について決定しました。ガバナー公式訪問
以降はすんなりと進んで行くものと感じています。

幹事報告
・１２月１１日招待卓話社会奉仕・国際奉仕より支援金支給（１０万）
・１１月１５日ロータリーの森創り決算報告
・２００９年バーミンガムＲＩ国際大会の案内（６日間４９万円）
・ダウンタウンマニラ３０周年記念式典の案内（於フィリピンマニラ）
・２／１９（木）「中学生と語る会」於豊里中学校
・１／７(水）つくば市賀詞交歓会（東郷副会長が出席）
・３／１６（月）日本ＲＣ全国ゴルフ大会
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クラブ総会報告
次年度理事発表及び承認の件
・会長

東郷治久会員

・理事（職業奉仕）塚原英夫会員

・副会長エレクト川崎庄一会員

・理事（社会奉仕）中村義雄会員

・副会長

下村正 会員

・理事（国際奉仕）稲葉浩吉会員

・幹事

佐藤裕光会員

・直前会長

・ＳＡＡ

大野治夫会員

・会計

増山弘 会員

緊張？！次年度会長・幹事です

和

や

か

上野修 会員

次 年 度 役 員 及 び 理 事 勢 ぞ ろ い

に

議

事

進

行

し

ま

し

た

下村社会奉仕委員長より１２月１１日卓話について。
社会奉仕委員会として識字率向上に向けた取組として
開催します。つくば都市振興財団の取り組みについて
卓話を通じて知ってもらえればと思います。よろしく
お願いいたします。
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会場から

今

回

も

打ち合わせにも熱がこもります

筆談でしょうか

食後のひととき！

食

事

中

に

２ショットです。

２ショットその２

次年度メンバーに興味津々
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サングラスが微妙です

会報のご紹介ありがとうございます

本日のお食事
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ローターアクト例会だより

例会場所

つくば市中央公園

開催日

１１月３０日（日）

出席者

石塚美沙、小林一政

欠席者

金雅炯、野瀬祐太、竹来伸子

テーマ

「リサイクルマーケット参加」
社会奉仕委員会担当 小林一政

内 容

毎年数回行われている、つくばリサイクルマーケットへの参加。スタッフ減少で開催できな
い時があったので運営スタッフとして参加した。

成功点

他のスタッフとの連携が上手にとれていた。盗難などの報告がなかった。

反省点

今回はスタッフが多く、仕事が少なかった。

改善点

次回はスタッフとしての手伝いと販売もやりたい。

ゲスト

土浦南ＲＡＣ

（出席率４０％）
廣瀬ガバナーあいさつ

ＲＣ総評

上野会長と共に

吉川勇飛様

お疲れ様でした。リサイクル品の流れなども報告してもらえると、ロータリアンの興味も
会話が弾みます！
引けるでしょう。エコにつながる活動にはなるべく参加してください、君たちの将来のた
めに、そしてこれから生まれてくる子供たちのために。
地区ローターアクト委員長 塚原 英夫様より
運営方針

◆何よりも楽しく活動
◆社会奉仕活動をメインに
◆運営に力を入れる
◆ＯＢ・OGの方とのリンク
ローターアクト次回例会予告
１２月

１６日（火）

忘年会
場所：未定
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国際親善奨学生だより

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

その５(和田龍太君第1回報告）

氏名：和田龍太（一年間アカデミックイヤー)
開始日：2008年9月
大学名：米国ジョージワシントン大学
住所: 1400 S Joyce Street Apt 1435, Arlington, VA 22202, USA
電話番号: 202-384-2878
Email: ryutawada@hotmail.com
1. 学業プログラム
私は、米国ジョージワシントン大学エリオット国際関係学部の付属研究所である「シグール・アジア研究センター」の客員研
究員プログラムに参加しています。このプログラムは、世界各地、とりわけアジア各国の大学の研究者及び博士課程の大学院生
を客員研究員として受け入れ、ワシントンDCで独立的な研究を行わせる機会を提供しています。私も、このセンターの客員研
究員として、筑波大学博士課程在籍時からの研究テーマである「1970年代における中国をめぐる英米関係」について、兵器移転
という側面から研究を行っています。
研究の進行状況に関して。アメリカ、特にワシントンDCでは外交史料が豊富に入手できることから、国際関係・外交研究を
行う上でこれほど恵まれた場所はありません。私は、メリーランド州にある国立公文書館、ミシガン州にあるフォード大統領図
書館に行き史料収集を行いました。これらの文書館に所蔵されている文書は、まだ分析の余地はあるものの、現代への興味深い
示唆、そして人間の本質への洞察を包含しているように感じました。

2. 留学の準備
第一に、派遣ロータリアンの下村正さんには、クラブ会合にご招待いただきました。渡米前にDCの新居探しで困った際に
は、下村さんからは有益なご助言を頂戴しました。国際親善奨学金委員長の大久保弘行さんからは、留学準備で色々とお世話に
なっただけでなく、学友会やライラセミナーへの参加という貴重な機会をご提供下さいました。さらに、これらのイベントへの
参加は、留学準備という側面のみならず、ロータリー奨学生としての自覚を認識する上でも大変有益でありました。
第二に、アメリカでの研究を効果的に進めるべく、できるだけアメリカの研究者による専門書や論文を読みました。そして、
ジョージワシントン大学への提出書類である私の研究計画書の原稿を、博士論文のご指導を賜っている諸先生方や諸先輩方に高
覧頂き、様々なコメントを頂きました。
第三に、渡米前に兵器移転や平和構築に関する研究論文や著書を出版しましたが、これらの渡米前の出版活動は、こちらでス
ピーチをする上での重要なネタになりました。

3. 受け入れ国でのロータリーへの関与
ワシントンDC到着の翌日、ホストカウンセラーのJennifer HaraさんにワシントンDCロータリークラブの会合にご招待いただ
きました。同クラブの皆さまには温かく歓迎して頂きました。早速、フラッグの交換もしました。
2008年9月には、LINK2008という国際親善奨学生のための泊まりがけ研修（於ペンシルバニア）に参加しました。ここでは、
DCだけでなく、フィラデルフィア、ニュージャージー、ニューヨークの大学に入学した国際親善奨学生が集まり、彼らと友人
になって帰りました。その一ヶ月後、LINK2008で知り合った友人がはるばるニュージャージー州からワシントンDCに旅行しに
来たので、DCの観光案内をしました。友人にDC観光を楽しんでもらえたのは、この上ない喜びでした。
2008年10月には、メリーランド州のカレッジパーク・ロータリークラブにて「小型武器：もう一つの大量拡散兵器？」という
タイトルで発表しました。この発表で、私の過去4年間続けたNGOでの活動経験が活かされました。

4. 受け入れ国と人々の最初の印象。あなたの文化を共有する機会。
私のアメリカの人々の最初の印象は、情熱的かつ友好的であるだけでなく、異国からの人間に対して親切で温かいということ
です。DCのアメリカ人の人たちは、国際的視野を持つ人が多く、異文化には寛容です。ジョージワシントン大学のアメリカ人
研究者・学生の多くが、アジアの言語に精通している（日本語が話せるアメリカ人研究者・学生がDCに多いのは、大変良い驚
きでした）という事実は、アメリカ人が異文化の理解に積極的であるという一つの重要な証拠であると感じました。
私は、ジョージワシントン大学の剣道部に入部しました（日本で使っている防具を家族に送ってもらいました）。というの
は、剣道を20年間続けており、剣道四段取得を目指しているからです。剣道部員に時々教えています（と言うと高段者の諸先生
方からお叱りを受けると思いますが・・・）。日本文化の伝統的側面をより理解する上で、剣道のような武道は最適であると認
識しています。というのも、剣士たちは、国籍・宗教・民族などの違いを越え、剣道の稽古を通じて他の剣士とともに武士道を
享有できるからです。大学剣道部での稽古は、客員研究員として研究の殻に籠りがちな私にとって、学部生の剣道部員たちや、
大学外から稽古に訪れる地元のアメリカ人剣士、そして時々稽古にやってくるカナダ人、オーストラリア人有段者たちと交流す
る貴重な機会になっています。
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今週のニコニコＢＯＸ
大友

浩嗣

先月は不良でしたが、今月はマジメに出席します。 イーアスつくばが
オープンし、先月１ヶ月で来店が１６０万人を超えました。大変感謝してお
ります。 今月は、奥様、お子様、お孫様にプレゼントの来店をお待ちして
おります。

大野

治夫

つくばマラソン完走しました。１０Ｋｍですけど！！ タイムは７２分９
秒で、３，４８０人中、２，２６２位です。速いか？遅いか？は、ご自分で
走ってから言って下さい。

大堀

健二

本日 １２月４日は愛娘達（双子なので）の５回目の誕生日です。元気に
育ちますように！！

岡本

武志

つくばマラソン給水所設置、大変楽しく過ごさせてもらえました。沢山の
ランナーに感謝されました。

木村

真人

病気全快しました。予後は出席率を大幅アップしたいと思います。

小堀

恒雄

妻の誕生祝、有難うございました。

鈴木

敏雄

田上

憲一

東郷

治久

野堀

喜作

綿引

信之

吉岡

昭文

此の設、つくばに天皇皇后ご夫妻が、スペイン国王とお見えになりまし
た。 筑波大学の御昼食会には、私達つくばを背負って、総力を挙げておも
て成しを致しました。
誕生祝、ありがとうございました。
先月初めに、大和ハウス工業の、ショッピングセンター「イイアスつく
ば」内にミスタードーナツを出店いたしました。お蔭様で、予想を大きく上
回る売上げが、達成出来ました。そのせいか、長時間労働で店長を除く、社
員、アルバイト、の殆どに辞められてしまいました。忙し過ぎるのも考えも
のです。
結婚記念の御祝、有難うございました。
あいよ寿司は、オープンから９年と５ヶ月で１５０万人目の御客様を、迎
える事が出来ました。皆様のご支援に深く御礼申し上げます。今後も頑張っ
て参ります。
女房の誕生日です。何回目でしょうか?

必ず伝えます。

本日の合計

￥７５，０００−

本年度累計

￥６２９，２８１−
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１１月 ニコニコ大賞

浦里会員も受賞されました。
天皇・スペイン国王両陛下の行幸の折に『知可良』をお召し
上がりいただいたこと、国税局酒類鑑評会で優等賞（金賞）
を受賞されたことに対してです。
ノーベル賞受賞に貢献、古本会員

１２月のお祝い
奥様誕生日

会員誕生日

結婚記念日

１５日 塚田千恵子様
１６日 増山 朋子様
（増山弘）
１７日 山田 公子様
２０日 大友 紀子様
２２日 田上由紀子様

１５日 鈴木敏雄会員
２１日 齋藤修一会員

６日 野堀喜作・敏子様
６日

宮本学

・恵美子様

１２日

大木康毅・真由美様

１５日

宮川健治・麗子様

１８日

大野治夫・佐多子様

２５日

磯山正蔵・とし子様

10・11月の方と共に
10月誕生日

路川会員

１２月４日（木）

出席率報告

会員数
６２名

出席数

欠席数

４７名

１５名

内無届欠席数
０名

出席免除

出席率

３名

８０．６５％

報告
たいへんよく
できました

出席委員代理

岡本武志
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プログラム 予告
１２月１８日（木）休

1２月 家族月間
会

１２月２５日（木）移動例会

１月

定款第５条第１節により
（年末休会分を２５日クリスマスパーティー例会に振替）
クリスマスパーティー例会
於オークラフロンティアつくば
本館３Ｆ 「ジュピター」

８日（木）休

会

定款第５条第１節により

１月１５日（木）例

会

会長年頭挨拶

１９：００〜２１：００

理事会、奥様誕生祝・結婚祝、１２月ニコニコ大賞
１月２２日（木）移動例会

新年会（夜例会）

１月２９日（木）例

新入会員卓話

会

大堀健二会員

会員誕生祝

４つのテスト
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

例会日
例会場

編集後記
（クラブ会報委員：岡本）
●会報が滞ってしまいました。休会もあり会報がしばらく配信きず申し訳ご
ざいませんでした。万全の体制で臨みたいところでしたが、行事が重なって
しまい進んでおりませんでした。時間の使い方をみなしします。
●１２月に入っても異常な気象が続き、日中１５度を越える日もあり体調管
理が非常に難しい時期となりました。インフルエンザも脅威であります。ま
た、年末に向けて飲む機会が多くなることと思います。今一度体調管理には
十分気をつけましょう。
●先日、１２月２５日クリスマス例会に向けた親睦委員会打合せに、裏親睦
委員として参加させていただきました。皆さんに楽しんでもらえるよう準備
を進めておりますのでご期待下さい（小城親睦委員長談）。
●会報委員としても、当日の写真撮影については委員長とともに、万全の体
制でのぞむ所存でございます。今年最後の一大行事、めいっぱい盛り上がり
ましょう。

友好クラブ

木曜日 １２：３０〜１３：３０
「オークラフロンティアホテルつくば」
つくば市吾妻１丁目１３６４−１

（2650地区）

つくば学園ロータリークラブ
〒305-0047
茨城県つくば市千現２丁目１番６つくば研究支援センターＡ２８
電話 029-858-0100

京都山城ロータリークラブ

FAX 029-858-0101

Email:gakuenrc@46gama.com
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