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７月３１日（木）

It is the 23rd year since 1986

国際親善奨学生例会報告

国際親善奨学生 挨拶
７月は移動例会が重なった関係でオークラフロンティアホテルつくば
の例会場には、久しぶりに戻ってきたような気がします。
今回の例会は、お客様として国際親善奨学生４名にご出席いただき、
留学先での楽しい学生生活の様子であったり、これから受け入れ先ガ
決まるところであるなどの報告をしてくださいました。
下村社会奉仕委員長いわく「筑波の、いや日本の頭脳とも言えるメン
バーが参加してくれている」とのことだったので、恐る恐るデジカメ
を持って近づいてみましたら、今どきの普通の若者たちだったのでひ
と安心しました。ただ、非常に礼儀正しく明るかったというイメージ
と時折見せるきらきらした目の輝きが、志の高い若者たちであるとい
うことを自然に物語っていました。
咸臨丸に揺られて決死の覚悟で海を渡った時代に思いを巟らせ、この
若き日本の頭脳と例えられる若武者たちに、わがクラブのロータリア
ンたちは『夢をかたちに』と全員で心からのエールを贈りました。

下村社会奉仕委員長（左）と４名の
「若き日本の頭脳」たち

０７－０８年度奨学生

０８－０９年度奨学生

浅井 真康 様

牧田 英 様
オーストラリア

オランダ

モナッシュ大学 （出願中）

ワーゲニンゲン大学

０８－０９年度奨学生
０９－１０年度奨学生

和田 龍太 様

田中 直樹 様

アメリカ
ジョージワシントン大学 （予定）

つくば学園ロータリークラブは君たちの『夢をかたちに』を応援しています。
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０７－０８奨学生 浅井 真康 さんからの報告

留学概要






留学国：オランダ
留学先：ワーゲニンゲン大学
専門：修士課程・森林自然保全コース
期間：2007年9月～2009年8月
ホストクラブ：Wageningen-Bergpoort

オランダの首都アムステルダムから電車で１時間ほどの、ドイツとの国境に近い
人口３万人ほどの学園都市ワ－ゲニンゲン(Wageningen)市にあるワーゲニンゲ
ン大学修士課程で勉強しています。この学園都市（City of Life Science）の特色
としては、人口３万人の中に１５５カ国からの人々が暮らしており、人種の多様
性が挙げられます。私の通っているワーゲニンゲン大学は、農業・環境学分野に
おけるＥＵ内の拠点となる学校であり、農業学校として設立されて以来９０年の
歴史があります。私は、ここで酪農地域における農業の多面的評価および政策的
インプリケーションをテーマとしてEcological Economics、モデル分析などの研
究をあと１年間頑張ってまいります。毎日の大学生活も楽しく過ごしています。
各国の友人たちと親しくなりました。私のホストクラブはオランダの Wageningen-Bergpoort というロータリークラブでカウンセラーは Roel Vande Wog 氏
です。今回の帰国前にロータリーの地区大会があり、私も日の丸を持って参加し
会場でスピーチもして参りました。
この貴重な経験を今後の人生に活かしていきたいと思います。簡卖ですがご報告
をさせていただきます。ありがとうございます。

大学生活






ワーゲニンゲン大学：農業・環境学分野における
EU内の研究拠点
歴史：農業学校として設立され90年
言語：

•
•

修士課程 （32コース）

•
•
•

オランダとは・・・


人口：約1600万人



面積：41,526km2 （ほぼ九州と同じ大きさ）



首都：アムステルダム
経済：工業（フィリップス etc.）、農業（酪農、チュー
リップ）、食品加工業（チーズ、チョコレート）





言語：オランダ語、英語



スポーツ：サッカー、スケート競技



著名人：フェルメール（画家）、ゴッホ（画家）、アンネ・
フランク、格闘家（K-1など）

学部：オランダ語
大学院（修士・博士）：英語
1年5学期
１学期に２教科（午前・午後)
グループワーク

ロータリーとの関わり




ホストクラブ：Wageningen-Bergpoort
ホストカウンセラー：Roel Van de Weg 氏
例会：火曜日17時半～

•
•
•

テラスで一杯
夕食
卓話

留学先：ワーゲニンゲン

最後に
修士2年目に向かって・・・
 9月~2月：修士論文
 ３月~7月：インターンシップ
 修論テーマ：酪農地域における農業の多面的評価および
政策的インプリケーション

•
•
•

Ecological Economics
モデル分析
Walter Rossing 准教授

ワーゲニンゲン（Wageningen）市





人口：約3万人
学園都市：City of Life Sciences
多様性：155カ国以上の国籍
歴史：1945年5月5日、第二次世界大戦終了。ドイツとの
降伏文書を取りかわす。

•

5月5日→開放記念日
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国際親善奨学生に当クラブのバナーを託す

浅井さんのオランダ、ワ－ゲニンゲン大学での報告のあとは、各国際親善奨学生３名の挨拶と抱負をお聞きしました。奨学生
たちはそれぞれが、まもなくはじまる留学生活に向けての深い思い入れがあり、正直いって期待と丌安とがまじりあった気持
ちであるのも無理のない話です。各自の目標に向かって知識や技能、経験を深め、たくさんの友人を得ることができ、不えら
れた期間を若者らしく健康に楽しめたら、それだけで大成功だと思います。気負わず、あせらず楽しんできて下さい。
写真左）和田さんは米国ジョージワシントン大学に客員研修生として、左から2番目牧田さんはオーストラリアのメルボルンに
ある Monash University に出願中とのことです。その右隣の田中さんは来年の予定だそうです。奨学生からの抱負を拝聴した
あとは、当つくば学園ロータリークラブ上野会長から、我がクラブのバナーが託されました。尐しづつであっても確実に、世
界のどこかの国のどこかのロータリークラブに、我がつくば学園ロータリークラブのバナーが届けられて行くのですね。

委員長事業計画発表
第二クラブ奉仕委員会

国際奉仕委員会

川崎庄一委員長

稲葉浩吉委員長

①会員相互の親睦と信頼を深め、
魅力的なクラブ運営を目指し
て、各委員会と連携を深めな
がら推進していきます。
②楽しい委員会を目標に、各委員
会で活動を展開して参ります。
（副）吉岡

①納涼会への参加
②緊急災害援助協力
③ＷＣＳプログラム推進
（世界社会奉仕）へ協力
（副）路川 淳一委員
小須田宏二委員

昭文委員

齊藤幹事からの幹事報告
●例会日時変更
つくばシティＲＣ→８月６日１９時～納涼会（グランド東雲）
石岡８７ＲＣ→8月14日休会
かすみがうらＲＣ→8月14日休会
阿見ＲＣ→8月14日休会
●連絡事項
９月18日廣瀬ガバナー公式訪問
岩手・宮城内陸地震の義捐金としてひとり500円を寄付
茨城新聞「ロータリー情報館」への寄港依頼
会長・幹事慰労会・納涼会の決算報告
10月18日第14回地区野球大会参加の依頼
ライラセミナー10月10日～
国際奉仕「この指とまれ」9月30日まで

創作オペラ「小町百年の恋」
～筑波山ものがたり～
●みどころ●
国内外で評判のオペラ「かぐや姫」作曲で知られる平井
秀明が、茨城県が誇る作家佐賀純一の名著「筑波山愛も
のがたり」をもとに、同県国民文化祭・いばらき2008の
ために書き下ろした待望の新作オペラ！
日本を代表するソプラノ腰越満美とテノール上原正敏に
よる、感動的な「愛の二重奏」は必聴！気鋭の演出家十
川稔による見応え充分の舞台は圧巻。
本日の例会には、大木円様（アルト）、佐久間響子様
（ソプラノ）、山口瑞穂様（ピアノ）、恒岡朊代様（ピ
アノ）の４名の歌手、ピアニストが出席下さっておりま
す。ありがとうございます。
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ロータリー再発見

大変貴重な会報誌面スペースを利用させていただき、丌定期ながらできるだけ身近な視点からわかりやすく
ロータリーの基礎知識を再確認するためのコラムとして掲載させていただこうと思います。
ただし、あくまでも出典はＲＩのＨＰや『ロータリーの友』からの転記であることをあかじめお断りしておきます。
ご多忙のなか、何かのついでに目を通していただき、この欄が皆様のロータリー活動再発見のお役に立てたら幸甚です。

第１回 ローターアクトクラブ
ロータリーでは、インターアクトクラブ（会員14～18歳）やローターアクトクラブ（会員18～30歳）を提唱しています。
これらに所属する若い人々は、自主的に、また、ロータリークラブの会員と協力して奉仕活動などに取り組んでいます。
我々の近隣地域では、つくばシテイＲＣがインターアクトクラブを提唱し、わがつくば学園ＲＣは、つくば学園ローターアク
トクラブを提唱しています。

ローターアクトクラブの誕生
1960年代に入って、世界中の青尐年が、共に活動できるような組織をつくろう、という機運が高まりました。1962年、国際
ロータリー（ＲＩ）理事会により、まずインターアクトプログラムが宣言され、インターアクトクラブ（Interact Club,IAC)
が次々と世界各地」に創立していきます。しかし、インターアクターは１４～１８歳の高校生の年代が対象で、卒業と同時に
会員資格が失効。これを継続するものとして、1968年1月に、当時のルーサー・Ｈ・ホッジスＲＩ会長により、「ローターア
クト構想」が打ち出されたのでした。1968年、ＲＩ理事会は、初めてＲＡＣの発足を認証。世界最初のＲＡＣは、アメリカ・
ノースカロライナ州ノースシャーロットＲＣの提唱により、1968年3月13日に結成された、ノースシャーロットＲＡＣです。

日本最初のローターアクトクラブ
日本最初のＲＡＣは、ノースシャーロットＲＡＣと同じ1968年に創立した埼玉県の国際商科大学ＲＡＣ（現川越ＲＡＣ）で
す。当時の第３５７地区（埼玉県・千葉県 現在は第２５７０地区・埼玉県）の川越ＲＣの提唱で、6月1日に発足。創立会員
12人、例会日は、毎週金曜日でスタートしました。

ローターアクトの目的
若い男女が、個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技術を高め、それぞれの地域社会における物質的あるいは社会的な
ニーズと取り組み、「親睦と奉仕活動を通じて」全世界の人々の間に、よりよい信頼関係を推進するための機会を、提供する
ことにあるとされています。この「親睦と奉仕活動を通じて」は、ローターアクターの標語であり「奉仕を通じての親睦
（Fellowship Through Service）として採択されていますし、ＲＡのプログラムは、この標語を中心として展開されます。

ローターアクトの目標
１．専門技術、指導能力を開発すること。
２．個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する観念を養うこと。
３．すべての有用な職業は、社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識すること。
４．指導者としての資質という面でも、職業上の責務を遂行するという面でも、道徳的基準が大切であることを認識し、実践
推進すること。
５．地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する知識と理解を深めること。
６．地域社会に奉仕し、国際理解と全人類に対する善意を推進するために、個人として、また団体として、活動する機会を提
供すること。
つまり、こうした目標をもって、ローターアクターは３つの開発ーーー専門知識、指導力、奉仕プロジェクト、に努めるプロ
グラムを編成するのです。

ローターアクトの研修
ＲＡが目標を達成し、プログラムを展開することを助けるために、地区レベルでは、「ローターアクト指導者研修会」が設け
られ、次期ＲＡＣ役員が受けます。これには会期１～２日の、指導者講習会が含まれ、地区ＲＡ委員会と協力して、地区ＲＡ
代表が実施します。国際レベルでは、「国際大会前ローターアクト会議」が挙げられるでしょう。ＲＩが主催し、世界各地の
ローターアクトとロータリアンが集まってプロジェキトのアイデアを交換したり、親睦を楽しんだりします。ＲＡの新方針と
活動の最新情報を知らせ、世界各地のＲＡＣの優れたプロジェクトは表彰されます。
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ロータリー再発見

ローターアクトクラブとロータリークラブ
諸外国、特に单米では、ローターアクトからロータリアンになる比率が高いそうですが、日本でもローターアクターがロータ
リアンになったという例はあります。「ＲＡを提唱するとお金がかかる」「つくった後の維持が大変なのでは・・」という考
えが、ロータリアンにあるようです。確かに提唱ＲＣは、ＲＡＣが結成されたときに、ＲＩへ加盟金として米貨５０ドルを納
めたり、地区レベルの研修会が行われるときには、彼らの参加費用を負担しなければなりません。しかし、ＲＡの会合に関す
る費用は、ＲＡ自身の責務で行われることになっており、すべてをＲＣが負担する義務はありません。今日の若い人は、明日
は地域社会の指導者です。ＲＩが唱え続けているＲＡの意義や、実際に素晴らしい活動を行っている、若いＲＡの姿を思い起
こし、ローターアクトプログラムに参加してみてはいかがでしょう。

世界ローターアクト週間
1993年、ＲＩ理事会は、ＲＡの創立２５周年を記念して、3月13日を含む１週間を「世界ローターアクト週間（World Rotaract Week）」に指定しました。各ＲＣには、地元のＲＡＣとの共同プロジェクトや、親睦活動に参加するよう、呼びかけを
行っています。参加により、ロータリアンはローターアクターから、若いエネルギーや、新しいアイデア、労力を得ることが
できますし、ローターアクターは、ロータリアンから深い知識や経験を学ぶことができます。

アクトの日
「アクトの日」は、1984－85年度の、アジア第１・３ゾーン（当時、日本のすべての地区でこの２ゾーンが形成されていまし
た）ローターアクト地区代表者会議において、ＲＡＣの全国統一事業を行うことを最終目的とし、「各地区で同じ日、同じ時
間に何かをやろう」として設定されました。これを受けて日本国内では、ＲＡＣのアクトの「ク」と「ト」にちなんで、9月
10日を「アクトの日」としています。「アクトの日」が平日の場合には、その日に近い日曜日に移動して行います。活動開始
時間も、9時10分となっています。
『ロータリーの友』2003年3月号掲載。一部内容を削除。

お便り紹介コーナー
ＪＩＣＡ青木所長様からのお礼

京都山城ロータリークラブ様からのご挨拶

京都山城ロータリークラブ
会長 徳山 淳一
幹事 裏出 豊
交流委員長 福田 裕樹

独立行政法人 国際協力機構
筑波国際センター
所長 青木
眞
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、先般は「納涼会＆国際交流パーティ」にＪＩＣＡ研
修員をご招待いただき、厚く御礼申し上げます。参加した
研修員は、貴クラブ会員の皆様による心からのおもてなし
を受け、心より喜んでおりました。
本行事を通して、研修員はカブスカウトの尐年尐女たち
と、里山再生のための山百合植林を共に行うことで、環境
保護活動を体験することができました。また、交流会では
共にゲームなどを楽しむことができ、日本でのよき思い出
となったことと思います。今回お世話になりました会員皆
様にたいして心から感謝いたします。今後とも当センター
の事業に対して、一層のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
敬具

拝啓 盛夏の候、毎日暑い日が続いております。
つくば学園ロータリークラブの皆様には、益々ご清祥の事と
お慶び申し上げます。
さて、本年度会長の大役をおおせつかり第1回例会が7月2日
に開催され、来る8月6日にはガバナー公式訪問を控え毎日あ
わただしく過ごしております。
国際ロータリー会長 李 東建氏のテーマは「夢をかたち
に」また、私達第2650地区の川端ガバナーのテーマ「次の世
代にときめきを」です。率先して、会員増強と退会防止に努
めクラブの発展につなげ会員間の絆を深めるように努力致し
ます。
最後になりましたが、貴クラブの益々のご発展と両クラブの
友好が深まります事を祈念して、ご挨拶と致します。
敬具
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結婚記念日

新入会員紹介

７月２８日 鯨井規功会員
直子様

上野会長よりバッチをつけてもらう
大木康毅新入会員
大木会員ようこそつくば学園ロータリークラブへ！
これからよろしくお願いいたします。

会員誕生日
７月に誕生日を迎えられた会員のお祝いをしました。
諸事情で乾杯を省略することになり、尐しだけ物足
りないようは気がしますが、お誕生日おめでとうご
ざいます！
７月 ５日
１６日
１９日
２１日
２３日
２４日

増山 弘 会員
古本 捷治 会員
国府田仁兵衛 会員
富田 茂 会員
中村 義雄 会員
斉藤 英夫 会員
７月生まれに悪い人はいない（増山会員：談）そうです。

食事の報告と記録

ニコニコ大賞選考委員会

ロータリーソング斉唱中の会場内の様子
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ニコニコＢＯＸ
大木 康毅

晴れて会員になれまして感激です。「口を出さずに、金を出す！」これをモットーに生きたいので
すが・・・？

大野 治夫

先日は色々ありがとうございました。今年度のノルマはこれで終了です。

鯨井 規功

結婚記念の花を頂きました。有難うございました。お陰様で記念日を忘れることなく祝うことがで
きました。

国府田 仁兵衛

誕生祝いありがとうございます。最近やっと一人前になったような気持でおります。
からです！

人生これ

田口 幸男

納涼会すばらしく終了しました。親睦委員長を始め、野堀さんも今年もご苦労様でした。招待客
のシティの黒田さんも親クラブを賞賛して帰られました。 ありがとうございました。

古本 捷治

昨年の秋、北京から買ってきた、兵馬傭から蛾が大量発生しました。ジョイフル本田で買った「ナ
イス蚊ッチラケット」で１００匹以上退治しました。中国の貨物船は船倉くんじょうをしていないみ
たいです。アッ！誕生祝いありがとうございました。

本日の合計

￥４１，０００－

本年度累計

￥１７１，０００－
ニコニコ大賞は古本会員に決まりました。
それにしても「蚊の大量発生」という文字から
だけでも気持ち悪い状況が目に浮かびます。
上野会長から記念品として殺虫剤が贈られた、
との未確認情報が・・・
お土産にはくれぐれも注意したいものですね！

出席率報告 ７月３日（木）
会員数
６２名

出席数
４５名

欠席数

内無届欠席数

１７名

０名

出席免除

出席率

３名

７６．２７％

主審
出席委員長

さて委員長、３日の例会の「無届欠席者数」は？
よろしい！
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プログラム 予告

８月 会員増強・拡大月間

８月 ７日（木）移動例会（ホテルグランド東雲）
◇副会長挨拶
◇招待卓話「小町百年の恋」～筑波山愛ものがたり～
８月１４日（木）休
会
８月２１日（木）クラブ総会（オークラフロンティアホテルつくば）
◇委員長事業計画発表
◇会員増強月間に因んで
◇会員誕生祝
８月２８日（木）石川年度決算・監査報告（オークラフロンティアホテルつくば）
◇上野年度 予算について
◇ニコニコ大賞

９月１８日（木）ガバナー公式訪問（予定）
編集後記

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

●我々の理解を超えたところにある「動機」によって、刃物を振り回し短絡的に殺人を犯す若者
のニュースが連日のように届いてくる。学校の恩師に向けた凶行であったり、通り魔事件であった
り、「誰でもよかった」などという犯人の供述を聞くと、被害者や遺族の無念さがいかばかりのもの
か、ぶつけどころのない怒りが込み上げてくる。例会に参加した国際親善奨学生や、今回会報で
特集したローターアクターたちとほぼ同世代の若者たちが起こすこうした凶悪事件に心が痛む。
地球環境のみならず、身近な社会環境も予断を許さないスピードで悪化の一途をたどっている
のだ。この現実に目を向けて、どちらも決して他人事ではないことを我々ロータリアンは認識しな
ければならないだろう。私たちができることは、国際奨学生のサポートであったり、ローターアク
ターへの協力であったり、ほんのささやかなことだけだが、しっかりとした理念を据えてこの小さな
ことを継続、拡大、加速していく努力をして行かなければならないと思う。私たちがやらなくて誰
がやるのだ、というくらいの意気込みを持ちたいものだ。
●メール配信している会報が開けない、という苦情が届きました。誠に申し訳ございません。
この会報から再度設定を確認して送信してみますのでご理解願います。
●会報についておおむね好意的なおほめの言葉を頂戴し大変光栄です。ありがとうございます。
上野年度前半は、「ほめられて伸びるタイプ」の安藤がクラブ会報を担当しております。

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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