
Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-09 Vol.39 

2009/5/28 

 ５月２８日（木） 上野年度５月第４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  08-09国際親善奨学生        和田龍太 氏 

第一に、研究。この度、ジョージワシントン大学の客員研究員として国際政治学を専攻し、冷戦期の歴

史に焦点を当てて研究しました。留学中は、メリーランド州のアメリカ公文書館、ミシガン州のフォー

ド大統領図書館、イギリス国立公文書館にて合計約3万ページの外交文書を収集しました。まだこれら

の史料を分析中ですが、形になりましたら、近く学会発表及び論文出版を通じて社会に貢献する予定で

す。 

第二に、米国のロータリークラブ訪問と発表。留学中、私の受入ロータリークラブの「ワシントンDC

ロータリークラブ」を含め、ワシントンDC及びメリーランド州にある合計5つのロータリークラブを訪

問しました。また、これら5つのRCに加え、オーストリア大使館で開催された国際親善奨学生歓迎イベ

ントでも発表させて頂きました。私の発表内容は、おもに、4年間自分の所属NGOで取り組んだ小型武

器と平和構築の問題、外交史料の魅力、そして剣道具を身につけて剣道のデモンストレーションなど。 

第三に、剣道指導のボランティア。ジョージワシントン大学剣道部にて、アメリカ人学部生、そしてDC

の地元の剣士に週3回剣道を指導しました。最初は、腰痛を良くするため、健康のための「趣味」程度

でいいだろうと思っていたのですが、皆から質問攻めにあうことがしばしばあり、アメリカ人剣士たち

の積極的な姿勢に心を打たれました。もっとも、剣道の指導者不足も深刻であったと思います。剣道部

のメンバー達は我流で稽古していました。これを契機に、私は剣道を通じて「超我の奉仕」を実践する

のだと言い聞かせ、皆の希望にこたえるため、基本に忠実な正しい剣道を指導することに心を注ぎまし

た。アメリカの将来の剣道指導者を育てるべく、アメリカ人学部生4人の昇級審査合格（一級2人、二級

1人、三級1人）の支援をしました。私自身も米国留学中、四段に昇段しました。剣道のボランティアを

通じて「超我の奉仕」にほんの尐しばかり貢献できたのでは、と思っています。 

 

つくば学園ロータリークラブの皆様のおかげで、このような素晴らしい経験をさせていただきました。

本当に夢のようでした。改めて、ご支援下さった貴会の皆様に心から感謝申し上げます。今後は、奨学

生OBとして、ロータリークラブ及び学友会の場で、新しい国際親善奨学生や他の方々を最大限サポート

していきたいと存じます。ありがとうございました。 

2008-09年度国際親善奨学生の和田龍太です。この度は、貴会例会にお

招きくださり、誠にありがとうございました。そして、私が留学中、

貴会の会報に近況報告を何度も掲載下さり、感謝しております。2008

年8月から約9ヵ月間、米国の首都ワシントンにありますジョージワシ

ントン大学に留学し、先々週完全帰国を致しました。この度は、アメ

リカ留学中に行った3つの主な活動について報告させて頂きたいと存じ

ます。 



Page 2 

2008-09 Vol. 39 

 

 

  ＡＥＤ取扱い説明       日本光電㈱、㈱ムトウ様              

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

今日の例会では、つくば学園ロータリー基金で購入したＡＥＤの取扱説明会が行われました。講師として㈱

ムトウ様、日本光電㈱様より４名の方々においでいただきました。人形をモデルとして実際の使用方法につ

いて一通りの説明を聞かせていただきました。４月２日付けのクラブ会報第３２号に、このＡＥＤの使用方

法に関連する情報を特集として掲載しましたので、多少なりとも予備知識はあったはずなのですが、いざＡ

ＥＤの機械を間近に置いて臨場感あるガイド音声や装着器具などを眺めますと、やはり腰が引けて丌安な気

分になるものでした。実際の場面ではＡＥＤを使って電気ショックを行うだけではなく、胸骨圧迫と人工呼

吸の知識や経験も必要だということを教えていただきました。私も実際に人形相手に胸骨圧迫を体験させて

いただき、胸が４～５ｃｍくらい沈み込むように手のひらの付け根で１分間に１００回のリズムで３０回押

すことをやってみました。思っていた以上に体重をかけてしっかりと圧迫する必要があることがわかり、と

てもよい経験になりました。意識がない、呼吸がない、脈拍がない、こんな状況に陥っている人に遭遇した

場合には、躊躇することなく救急車やＡＥＤの手配を依頼し、その場で人口呼吸を施さなければならないと

いうことですが、果たして今日体験したようにあわてずに事が運ぶのかどうかは、まだあまり自信がないと

ころです。特に典型的かつ理想的なメタボ体型の私の場合は、ＡＥＤを施す側になるよりも、むしろ施され

る側になる可能性のほうがはるかに高いと思われますので、熱心に取り扱い方法を質問していた会員の皆様

がとても頼もしく思われました。会員の皆様、いざと言うときは、私にも躊躇なく人口呼吸や胸骨圧迫、さ

らにはＡＥＤまでぜひともよろしくお願いします！しかし、そうならないように日頃から節制を心がけて、

見本的なメタボ体型から脱出できるように頑張ろう、と人知れず誓った講習会となりました。(報告：安藤) 
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TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 本日のお客様       ５月２８日（木） 

茅ヶ崎中央ロータリークラブ 

         川田 晴一会員 

イーアスつくば内に「ガラ中海岸」という新インド料理＆スパイ

ス料理のお店を出店しまして半年ほどになります。 

茅ヶ崎には本店があります。ようやくイーアスつくば店のほう

も、店が落ち着いてまいりましたので皆様にご挨拶をしに伺いま

した。 

「湘南スタイル」には本店が載っておりますし、「つくばスタイ

ル」も発刊されており、海の湘南と、山のつくば、というような

イメージの違いはあっても、どこか共通するライフスタイルのよ

うなものがあるように感じています。 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。（談：要旨） 

 会員お誕生日  ５月生まれ 

 増田会員からお知らせ          イタリア週間など  

つくば市ふれあいプラザを会場として様々な講演、イベ

ントが企画されています。ロータリアンの皆様にも関心

を持っていただき、ぜひとも参加して頂きたいと願って

おります。またお友達にも知らせて頂きたいと思いま

す。（談：要旨） 

１．身を挺し活動する人々の国際貢献活動 

  戦争の残骸 地雷処理の現状を知ろう（日本地雷処理を支援する会～ＪＭＡＳ～の活動から見る世界の 

  地雷・丌発弾処理の現状）というテーマで６月２０日（土）１４時から１６時まで講演会 

２．国際理解推進イベント イタリア編 

  ６月２日のイタリア共和国建国記念日に併せて、イタリアをもっと身近に感じてもらう 

  た めの国際イベントです。６月２日～７日までをイタリア週間として、５日にはイタリ 

  ア料理試食会、６日にはカンツォーネ・オペラとドルチェのコラボレーションコンサー 

  ト、期間中はパネル展示、ビデオ放映、特産品展示・販売などを催します。 

３．認知症を理解しよう 

  県内初、東京医科大学茨城医療センター 認知症看護認定看護師第１号の大内美智子看護士 

  による講演が７月４日（土）１４時から１６時まで行われます。 

 ５月 ８日 綿引 信之 会員 

   １５日 井田 充夫 会員 

   １７日 青山 大史 会員 

   １８日 小須田宏二 会員 

   ２２日 沼尻 真一 会員 
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      ５月２８日（木）  例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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      ５月２８日（木）  ＲＡＣテーブルマナー例会会場から                       

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

５月２８日（木）２０時から、つくば市花室にある「ル・タブリエ」で真壁ＲＡＣとつくば学園ＲＡＣの合

同例会が行われました。今回はテーブルマナーについて勉強をすることをテーマにして、地元産の食材を使 

用したおいしい手作りの料理を、手作りの資料を見ながら、楽しいおしゃべりと共にいただきました。 

雨降りのあいにくの天気でしたが、金子ガバナー補佐や塚原地区ＲＡＣ委員長もご参加下さいました。当ク

ラブからは次年度新世代奉仕委員長の浦里会員、次年度幹事の佐藤副幹事、下村社会奉仕委員長、安藤会員

の４名が参加し、総勢でおよそ２０名の参加となりました。マナー講師を呼んで勉強する方法もあるでしょ

うが、自分達で資料を作ってテーブルマナーを学ぶという今回の方法も斬新でよかったと思います。 

臨機応変に対処するということは、テーブルマナーにも通じるところがあるのではないでしょうか？ 

誠に恥ずかしながら私は、テーブルマナーにフランス式と英国式があるということさえ知りませんでした！ 

そもそもフランス料理などには、結婚式の披露宴くらいしか縁が無い私の日常生活ですから、こういう機会

でもないと教えていただく場面がありませんので役にたちました。これからもこういう実用的で、おいしい

ものが食べられる企画を増やしていただけると個人的には嬉しいです。 

さて現在７名の会員に増えたつくば学園ＲＡＣですが、次年度からは総勢８名でスタートができる見込みに

なりました。さらに倍、１５名くらいになると活気が出て楽しくなりそうな気がします。 

手作り資料をもらいました。 シェフからお料理の説明です。 地元食材を使った前菜。 

石塚会長と真壁の倉品会長 マナーの説明に耳を傾ける参加者たち 

金子ガバナー補佐の乾杯でお開き つくば学園ＲＣ会員も４名が出席（安藤会員は撮影してます） 
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 今週のニコニコＢＯＸ   ５月２０日分 

飯田 正行 
 結婚記念日のお花ありがとうございました。２８回目になりましたが、銀婚 

 式は無視したので、３０回目は何か考えなくては・・・・ 

鈴木 敏雄    
 本日は皆様、和やかに楽しくお過ごし下さい。皆様のお顔を拝見できて嬉し 

 く思います。 

東郷 治久 

  

 本日の３クラブ合同ゴルフコンペでは、思いかけず準優勝とベスグロ、しか 

 も馬券まで当たりました。有難うございました。 

 

 

本日の合計 ￥１４，０００－ 

本年度累計 ￥１，２０３，０００－ 

 出席率報告       ５月２０日（水） 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４２名  ２３名  １名 ６９．２３％ ３名 

報告 

出席委員  

鯨井規功 

 「無届欠席数」 

  ４名でした！ 
う～ん！ 

 ボウリング同好会活動報告       ５月２８日（木） 

５月２８日にボウリング同好会の活動が、分区の大会

が開催されたジャックボウルで行われました。今年の

分区ボウリング大会では、薄氷の優勝だった苦い経験

から、次回大会ではぶっちぎりの優勝を飾るＶ５を誓

い、さっそくみんなで練習ということになりました。 

が、参加者は塚原会員と安藤会員の２名だけでした。

次回の練習日はまだ未定ですが月に１回は行いたいと

の目標はそのまま、とのことですから、みんなで楽し

く練習しましょう！  （安藤会員は一人で汗だく） 
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 今週のニコニコＢＯＸ   ５月２８日分 

井田 充夫 
 誕生日祝を有難うございます。昨年、還暦でお祝いをしていたら、もう、 

 又一つ年をとってしまいました。ますます、時の経つのが早く感じられま 

 す。 

岡本 武志    
 今月、頭を悩ませていたクレームが、なんとか解決しました。人から信頼 

 されることの大切さを、しみじみと感じました。 

塚越 俊祐  ＡＥＤの講習の概要が理解できました。 

皆葉 真治 
 ３月私の誕生日、４月結婚記念日、５月妻の誕生日とお祝いをいただきま 

 した。有難うございました。６月はニコニコの締めの月です。皆様の目標 

 までご協力お願いします！！ 

 

本日の合計 ￥１８，０００－ 

本年度累計 ￥１，２２１，０００－ 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 出席免除 

６５名  ４１名  ２５名  ６名 ７２．３０％ ３名 

報告 

出席委員  

鯨井規功 

 今日は「無届欠席数」が 

  なんと６名でした！ 
ご連絡をお願

いします！ 

 出席率報告       ５月２８日（木） 

 ５月のニコニコ大賞 

５月のニコニコ大賞は下村会員が受賞しました。 

おめでとうございます。 



       

      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 

    ６月２５日（木） 定時総会 （オークラフロンティアホテルつくば） 

               ◇会長・幹事退任挨拶  ◇クラブ総会 

               ◇６月ニコニコ大賞 

                            

編集後記                   （クラブ会報委員長：安藤） 

●１０１年の歴史を持つ米自動車ビッグスリーの一角であるＧＭが連邦破産法を申請

した。手厚い退職者年金などに代表される長年の「高コスト体質」が経営を圧迫して

いると指摘されている。環境対策化への開発の大幅な遅れも一因であると言われてい

るが、いずれにしろ世の中のあらゆる価値感やシステムがこれまでと比べて大きく変

化してきていると考えるべきなのだろう。ひとつの時代が終わったと言い換えること

ができるのではないだろうか？●一方では藤代のスモールスリーである私の会社でさ

えも「高コスト体質」の改善を求められている。まずはトップが率先してことに当た

るべき、ということで私の「高脂肪高コスト体質」を抜本的に見直すべく、ウエスト

数値等の削減、体重の減量化、つくば市内への夜間パトロール出動回数の大幅削減な

どを家内財務大臣にきつく求められた。え？ここの部分が一番最初なの？マジで？諸

悪の根源とされてしまった私にはどうも釈然としないが、体脂肪が内蔵を圧迫しても

困るし、我社も近い将来破産法を申請するようになっても困るので、ここしばらくは

大ナタを振るう剛腕な財務大臣の苦言に従うしかあるまい。●剛腕の大ナタで、さっ

そく人間ドックも受診させられた。毎年人間ドックの受診時期に照準を合わせて様々

な体調管理やカロリー調整など無駄な抵抗を試みて、終わったその日からすぐさま解

禁してしまう、一夜漬けの試験勉強のようなその場しのぎな気休めの繰り返しを、剛

腕大臣が見逃す訳がなかった！とりあえず死んだフリしておくか。どうかご慈悫を！ 

  

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. 

 


