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2009/5/21 

 ５月14・２０日 上野年度５月例会報告 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

It is the 23rd year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

  招待卓話         土浦ＲＣ国際奉仕委員長 倉持武久 氏 

土浦ＲＣの５０周年記念事業として、ネパールはパクタプルのガネシュ高

等中学校の新校舎建築（二教室増築）を支援することになりました。 

建築は一昨年秋から始まり、昨年５月ようやく完成しましたので昨年の５

月８日から１４日まで辻会員、河合会長夫人、事務局の松尾さん、それに

私の四人が会員を代表して現地の開校式に出席してきました。 

ネパールは世界的にみても最貧国の一つに数えられており、日本と比較す

るとＧＤＰで１５０分の１、物価も日本の１０分の１程度です。 

そんな経済状況ですからすべての物が丌足し、今でもドアの無い車や５０

年も前のバスや３輪のタクシーなどが走り回っています。 

ヒンズー教のカースト制度により経済の発展が阻害されていると考えられ

失業率は４０％以上だそうです。農村部から仕事を求めてカトマンズへの

人口流入が非常に多くなっています。そのため交通渋滞は慢性的で、川岸

にはテント村がひしめいて汚水を垂れ流し、排気ガスと共にその悪臭が町

中を覆っている感じです。 

さて、開校式では女子学生から花をもらったり、レイを首に掛けてもらい

ながら壇上に案内されました。この事業でお世話になった、ＮＰＯ法人さ

いたまユネスコの専属ガイドさんが通訳となり、河合会長夫人が会長メッ

セージを読み上げ私が土浦ＲＣのバナーを手渡し、松尾さんがお土産の九

万五千石をプレゼント。辻さんはカメラマンとして写真撮影に忙しく動き

回っておりました。式の合い間には小学生くらいの少女が、民族衣装をま

とって踊りを披露してくれました。その後、新校舎の除幕式とテープカッ

トをして無事に式典が終了しました。 

この高等中学校では６才からの１０学年が一緒に勉強しているので全生徒

が一度に教室には入りきれないので、何回かに分けて勉強しているのが当

たり前となっているそうです。今回の教室増築事業によって勉強しやすく

なる、と大変喜んでくれました。 

「何でも有るのが当たり前の国」から「何にも無いのが当たり前の国」を

訪れると、見るもの聞くものすべてが驚くことばかりです。 

この学校の生徒たちが来ている制服も一着きりで、一年中着たきりスズメ

だそうです。こんな過酷な環境で勉強する子供達を少しでも手助けするこ

とができたことは、私たちにちょっとですが達成感を不えてくれました。 

でも、まだまだ足りません。このガネシュ高等中学校との縁を、今後もっ

と太いものにしていければと願っています。・・・ナマステ！（要旨） 

土浦ＲＣ国際奉仕委員長 

   倉持 武久氏 

土浦ＲＣ親睦活動委員長 

    辻 英二氏 

５０周年記念事業プレート 
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  ネパールの学校建設支援      土浦ロータリークラブ         

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

                  

会長のメッセージを読む 

河井会長夫人 
テープカット 式に出席の子供たち 

民族衣装を着て歓迎の踊り 先生たちと記念撮影 ＪＩＣＡの日本人女性にも遭遇 

わかり易い倉持氏のお話でした 世界最高峰ヒマラヤの 

エベレスト山 

貴重なお話、ありがとうござい

ました 

今回は土浦ＲＣの５０周年記念事業として、昨年５月にネパール カトマンズ近郊パクタプルにあるガネ

シュ高等中学校に教室を増築したお話を卓話として聴かせていただきました。衛生状態が务悪で全員がお 

腹をこわした話、レストランで頼んだコーラの栓を抜いても「プシュ！」という音がしない年代物だった 

という話、学校のトイレを借りた女性陣が真っ青な顔で戻ってきた（電気が来て無いからトイレのドアを 

閉めると、中は真っ暗、おまけに穴とバケツがあるだけ）話など実際には相当なご苦労だったエピソード 

も交えて楽しくお話し下さいました。この素晴らしい自然や景色と引き換えに、想像を超える丌便な生活

をしているのでしょうが、私たちが忘れてしまったり失ってしまった「モノ」は、まだ残っている気がし

ました。倉持様、辻様、どうもありがとうございました。 
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  ＲＩ会長賞 受賞                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

このたび当つくば学園ロータリークラブは国際ロータリー会長賞を 

受賞致しました。 

第２８２０地区の廣瀬ガバナーからも「今回の受賞は地区としての 

栄誉でもあります。皆様のこの栄誉をたたえ、深く感謝いたします」

とのメセージをいただきました。 

 本日のお客様       ５月14日（木） 

牛久ロータリークラブ 

     

    相澤 久志様 
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 新型インフルエンザとはなんですか？ 

 新型インフルエンザウイルスとは、動物のインフルエンザウイルスが、人に感 

 染し、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと容易に感染 

 できるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフ 

 ルエンザといいます。 

 厚生労働省では、メキシコやアメリカなどで確認された豚インフルエンザ  

 （H1N1）を感染症法第6条第7号に規定する新型インフルエンザ等感染症に位 

 置づけました。 

 

 新型インフルエンザはどんな症状が出るのですか？ 

 

   インフルエンザにかかると、まずのどの痛み、鼻汁、くしゃみ、咳、頭痛、寒 

 けなどとともに発熱がみられます。このようないわゆるかぜ症状の他に、筋肉 

 痛、関節痛、眼球の痛み、腹痛、下痢など幅広い症状がみられます。熱はだい 

 たい5日間続きます。この中で3日目に少しの間解熱することがあり、これは二 

 峰（にほう）性の発熱と呼ばれています。 

 インフルエンザの合併症として脳炎・脳症が最近注目されています。これを発 

 症するとけいれんや意識障害がみられ、死亡したり後遺症を残したりといった 

 こともあります。 

 

 新型インフルエンザと通常のインフルエンザとの違いは？ 

 

 通常のインフルエンザと新型インフルエンザの症状は類似しており見分けるこ 

 とは困難ですが、流行地（メキシコ、アメリカなど）への渡航歴・感染した豚 

 との濃厚接触・感染者との接触歴等が参考になります。 

 症状等から新型インフルエンザに感染していると疑われる場合は、PCR（遺伝 

 子検査）等を行うことにより、確定診断をすることができます。 

 

 新型インフルエンザはどのように感染するのですか？ 

 

 通常のインフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染です。 

 

    新型インフルエンザ対策関連情報～インフルエンザA型

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

特集 

 厚生労働省のＨＰより新型インフルエンザ対策の情報を抜粋しました。豆知識で済むように祈ります。 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 

                           

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   飛沫感染：感染した人の咳、くしゃみ、つばな 

 どの飛沫とともに放出されたウイルスを健康な 

 人が吸入することによって感染します。 

 

 接触感染：感染した人がくしゃみや咳を手で抑 

   えた後や、鼻水を手でぬぐった後に、机やドア 

 ノブ、スイッチなどに触れると、その触れた場 

 所にウイルスが付着しますが、その付着したウイルスに健康な人が手で触れ 

 付着しますが、その付着したウイルスに健康な人が手で触れ、その手で目や 

 鼻、口に再び触れることにより、粘膜・結膜などを通じてウイルスが体の中 

 に入り感染する場合があります。 

 

 新型インフルエンザの予防法は？ 

 

 新型インフルエンザの予防には、通常のインフルエンザに対する下記のよう 

 な取組を習慣づけておくことが重要です。 

 ・咳、くしゃみの際は、ティッシュ等で口と鼻を被い、他の人から顔をそら 

  すこと 

 ・使ったティッシュは、直ちにゴミ箱に捨てること 

 ・咳やくしゃみ等の症状のある人には必ずマスクを着けてもらうこと（個人 

  が使用するマスクで最適なのは、丌織布製マスクです。） 

 ・咳やくしゃみをおさえた手、鼻 

      をかんだ手は直ちに洗うこと 

    新型インフルエンザ対策関連情報～インフルエンザA型
特集 
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  ３クラブ合同ゴルフコンペ             ５月２０日（水）                     

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 

５月２０日（水）つくば市内３クラブ合同ゴルフコンペが 

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎で行われました。 

つくばシティＲＣ，つくばサンライズＲＣ，つくば学園ＲＣ 

より総勢２２名がエントリーし、和気あいあいと楽しい一日

をすごしました。当日は初夏を思わせる好天に恵まれ、ゴル

フ場の新緑が目にまぶしい、絶好のコンディションでした。 

つくば学園ＲＣからは１１名の会員が参加しました。団体戦

優勝は、つくばサンライズＲＣでした。当クラブは今回惜し

くも２位に甘んじました。３位はつくばシティＲＣでした。 

  09-10年度の３クラブゴルフコンペは、当クラブが幹事を担

当する番になるそうです。ホストクラブとして次回大会の盛

会を祈念し、また大会の円滑な運営ができますよう、さらに

は団体戦優勝の奪還を目標として今日から次回に向けて各自

準備を怠らないよう、よろしくお願いします。。 
つくば学園ＲＣの参加者記念撮影 

                  

今回はワザと隙をみせた 

だけという綿引会員 

いつもメゲない、でも

戦力外なのは安藤会員 

次回に期待がかかる

大堀会員 

本多会員、今回は

ちょっと苦しんだ様子 

本調子ではなかった 

大野会員 

個人成績２位とベス 

グロは東郷会員 

個人成績４位は 

      井田会員 

連戦の疲労が抜けず 

８位に低迷の塚原会員 

実力を出さずに 

終わった高柳会員 

ハンデに恵まれな

かった高野会員 

いつも元気な 

中村会員 

団体戦２位を受賞 

上野会長がいただく 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

 

        ３クラブ合同夜例会        ホテルグランド東雲                     

ゴルフ栄えある優勝はつくば

シティＲＣの和泉田善男会員 

夜からはつくば市内３クラブ合同例会が行われました。つくばサンライズ雨宮会長の点鐘で始まり、３クラ

ブを３本の矢に例えらられ、相互の信頼関係が必要との考えを示されました。続いてつくば学園上野会長は 

３クラブが交流して、みな平等に楽しくやっていきたいと挨拶された。最後につくばシティ岡田会長は、今

年の３会長はゴルフをやらないので、ラケットボールやマラソンをやろうという話題になった、今年のつく

ばマラソンの時には、３クラブ合同で大々的にエイドステーションを出して地域に貢献したいと挨拶されま

した。引き続き懇親会、ゴルフ大会の成績発表などが行われ、最後は「手に手を取って」で終わりました。 

今夜の合同例会で、再度つくば市内３クラブが互いの友情を確認しあいました。各会長が示されたように、 

将来的には３本の矢で１つの大きな貢献事業を企画実施することも素晴らしいだろうな、と感じました。 

つくば学園ＲＡＣ 

石塚会長を発見スクープ！ 
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      ５月１４日（木）  例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

「何でもあるのが当たり前の国」から「何にもないのが当たり前の国」に行った感想を興味深く拝聴させて

いただきました。山地のため段々畑なので農業効率が悪い、資源が乏しいから外貨収入が無い、だから輸入

ができない、などのネパールが最貧国の一つである構造的なメカニズムやヒンズー教のカースト制も経済発

展を阻害する一因であることなどは、なるほどと思いました。ネパールでは識字率が４０％以下ということ

なので、まさにこの事業は国際ロータリーの提唱する事業に合致しています。貧しいから丌幸なのか、物質

的に裕福だから幸せなのかどうか、は見解が分かれるところだと思います。それだけを見て判断することは

難しいと思いますが、いま必要とされていること、いま私たちができること、などを真剣に話し合い、実行

されたことに感動を覚えました。 
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 今週のニコニコＢＯＸ 

倉持 武久  卓話にお招き頂き、ありがとうございます。 

鯨井 規功    

 土浦ロータリーの倉持さん、本日は貴重な卓話をありがとうございました。 

 エベレストの遊覧飛行だけ見ていると、一度ネパールに行ってみたくなりま 

 す。けれどもかなりの覚悟がいるのがわかりました。ありがとうございまし  

 た。 

柴原 浩 
  

 世の中変化がほしいです！若返りの秘訣はなんでしょう！ 

 

高橋 恵一 

 合同コンペでの皆さんの、ご活躍を期待しています。この季節のゴルフ場は 

 緑一色で美しいでしょうね。私は、練習嫌い。早起きダメで上達せず！目を 

 閉じていても当たるといわれて、デカ・ヘッドのドライバーを５万円で購入 

 しましたが、成果が上がらず、ついに道具を処分して、ゴルフはテレビ見学 

 に専念することにしました。ちなみに１０年間使ったドライバーのスイート 

 スポットは無傷でした。 

塚越 俊祐  新型インフルエンザが水際で食い止められますように！ 

 

本日の合計 ￥３０，０００－ 

本年度累計 ￥１，１８９，０００－ 

 出席率報告       ５月14日（木） 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４６名  ２０名  ４名 ７３．８６％ ３名 

報告 

出席委員  

鯨井規功 

 「無届欠席数」 

  ４名でした！ 
う～ん！ 



       

    5月２８日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば）  

               ◇同好会活動報告及び計画  ◇ＡＥＤ説明会   

               ◇08－09国際親善奨学生卓話 和田龍太様 

            ６月 ４日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇会長挨拶   ◇理事事業報告発表 

               ◇５月ニコニコ大賞 

    ６月１１日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇各委員会 事業報告発表 第１・第２クラブ奉仕 

               ◇奥様誕生・結婚祝い 

    ６月１８日（木） 例  会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇各委員長 事業報告発表  ◇会員誕生祝い 

                            

編集後記                   （クラブ会報委員長：安藤） 

●新型インフルエンザ、とうとう日本は世界で４番目の感染者数になったそうだ。こ

れは水際対策では感染者を食い止められなかったことと、検査水準の高さも影響して

いるらしい。水際対策を縮小して国内での医療体制整備対策へと重点を移すようだ。 

海外渡航歴のない高校生などへの感染が確認され、兵庫や大阪では学校が臨時休校と

なり、甲子園球場では風船飛ばしも自粛、マスクは品切れ状態が続き、発熱外来には

受診者が殺到と聞く。我々の周りに感染者が確認されるのも時間の問題なのだろう。 

（この文は５月19日に書きましたがその後は、この1週間で皆様ご存知の通りの展開

です。もうすでに茨城県内にも当然のように感染者がいるのでしょうね？） 

●３クラブ合同ゴルフと夜例会お疲れ様でした。さすがに３クラブ集まると例会も壮

観ですね。入会してすぐに３クラブ合同例会に出席したときは、知らない人ばかりで

緊張しっ放しだったことを今でも覚えています。５月に行う３クラブ合同例会は今年

で４回目ですが、個人的にはずいぶんと顔見知りの方々ができ嬉しかったです。感謝 

●お恥ずかしい話ですが、最近になってロータリーの委員会活動が何となく解かって 

きたような気がします。今までだって一生懸命にやっていたつもりですが、正直今一

つ良く解からないまま過ごしてきたように思います。自分なりに良いと思う部分に重

心をかけて、気張ることなくごく普通にＲＣ活動を楽しみたいものです。 

●今の地球って氷河期の終わりの方に差し掛かっているそうですね、知らなかった。 

  

４つのテスト４つのテスト 

１．真実かどうか１．真実かどうか            

２．みんなに公平か２．みんなに公平か        

３．好意と友情を深めるか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４．みんなのためになるかどうか  

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          FAX  029-858-0101 

Email:gakuenrc@46gama.com 

 ホームページもご覧下さい 

 http://www.46gama.com/ 

    

   例会日   木曜日 １２：３０～１３：３０ 

   例会場   「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 
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 プログラム 予告     ６月 ロータリー親睦活動月間   

  友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （2650地区） 

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 


