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2009-10 Vol.10 

2009/10/15 

 １０月１日（木） １０月度第一例会 

会 報 

つくば学園ロータリークラブ    

  

 

 It is the 24th year since 1986 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 １０月１日第一例会は、オークラフロンティアアネックス

にて開催されました。１０月２２日ガバナー公式訪問の事前

協議ということで、保延ガバナー補佐が訪問されました。 

保延ガバナー補佐の挨拶では、内藤ガバナー訪問にあたって

リラックスした雰囲気を心がけてもらいたいことを話されま

した。また、神﨑幹事より１１／９（月）第６分区ゴル

フコンペの参加要請がありました。 

 今回は、Siegen  Schlob（シーゲン シュロス）RC
のFleck Ibow（フレック イボワ）氏をお客様にお迎

えし、バナーの交換が行われました。 

 また、今月は米山・職業奉仕月間ということで、宮川

米山奨学会委員長より、寄付と今月のスケジュールにつ

いて、職業奉仕月間にちなんで、鯨井会員より『景気低

迷時における経営のポイント』と題して、卓話も行われ

ました。 

◆第４回理事会・幹事報告 

 ・ロータリーの森創り １１月３日（火） 

 ・ガバナー公式訪問  １０月２２日（木） 

 ・Ｘ’ｍａｓパーティ １２月２３日（水）【ファミリーＸ’ｍａｓ】 

 ・３クラブ合同会   １０月２９日（つくば学園ＲＣ幹事） 

 ・ガバナー選出の件 

第一例会恒例 東郷会長挨拶 
・１０月２２日ガバナー公式訪問は、

「気負いなく、平常心でお迎えす

る。」とのことです。 

◆米山月間にちなんで 宮川米山奨学会委員長より 
  
・寄付をよろしくお願いします。 

・米山月間にちなんで、２週続けて卓話を行います 

 ①１０月８日（木）筑波大学教授留学センター長 竹森先生 招待卓話 

 ②１０月１５日（木）宮川委員長 卓話 
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 本日のお客様                       

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

Siegen Schlob ＲＣ 

（シーゲン シュロス） 

Fleck Ibow 様 
（フレック イボワ） 

第６分区ガバナー補佐 保延輝文様 

第６分区幹事 神﨑武二郎様 

バナーの交換 

 

 

                    ○内藤ガバナー公式訪問について 

                     現在各地域を訪問しているが、各クラブそれぞ 

                     れ特徴を持った対応をとっている。できれば、 

                     リラックスした内容を期待したい。内藤ガバ   

                     ナーに対して多くの質問を忌憚なく求めてもら 

                     いたい。 

                    ○ガバナーノミニー選挙について 

                     選挙後の体制作りに影響が出ないよう配慮して 

                     いきたい。ガバナー補佐ノミニーの早期選出を 

                     お願いしたい。  

 

 

                  ○１１月９日（月）サミットゴルフクラブにて第６分  

                   区のゴルフコンペが開催されます。つくば学園ＲＣ 

                   からは１２名参加予定ですが、全体で現在８５名と 

                   いう状況です。楽しい会を企画しており、豪華賞品 

                   も揃えてお待ちしていますので、奮ってご参加くだ 

                   さい。  

 

東郷会長と交流を深め、 

古本会員とも歓談されました
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 職業月間にちなんで卓話 『景気低迷時における経営のポイント』     

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

鯨井規功会員 
 

税理士法人鯨井会計 

代表社員税理士 

東郷会長から記念品の贈呈 保延ガバナー補佐、神﨑幹事も注目 

パワーポイントを活用 

卓話要旨（抜粋） 
・経営環境の現状 

 少子高齢化、金融システム不安 

・不況時代の経営のポイント 

 カイゼン意識、見える化、目標とゴールの確認 

・事業計画の必要性 

 外的要因：資金対策、内的要因：組織活性化 

・事業計画書作成のポイント 

 経営理念の作成、経営資源の現状把握、他社比較分 

 析、短期・中期事業計画策定、目標達成に向けた行 

 動目標・行動計画の策定、検証修正が必要 

 

 ⇒鯨井会計のビジョン・ミッション・バリューの紹介 
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     例会スナップ   

ガ バ ナ ー 補 佐 を 囲 ん で 

今日のお食事 

フ レ ッ ク さ ん と 談 笑 ！ 

ご ゆ っ く り 食 事 を ど う ぞ 

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

小城・綿引両会員打ち合わせ 卓 話 に 注 目 

鯨 井 会 員 の 卓 話 に 真 剣 に 聞 き 入 っ て い ま し た 。 今 こ そ 事 業 計 画 を ！ ！ 

ち ょ っ と 一 息 で す ね 

身 を 乗 り 出 さ ん ば か り 

余 裕 の 齊 藤 会 員 出 席 率 の 確 認 で す ロ ー タ リ ー ソ ン グ 斉 唱 
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  ロータリー国際親善奨学金２００７－０８年度 報告          

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

◆2007-08国際親善奨学生 浅井真康氏より修士課程終了と帰国の報告が届きました。 

 
つくば学園ロータリークラブの皆様 

 

こんばんは。2007-08年度国際親善奨学生の浅井真康です。すっかりご無沙汰してしまい、大変申し訳ありま

せんでした。論文執筆や進路探しに終われ、落ち着きの無い日々を過ごしておりました。 

 修士論文に関しましては、結局一年間で２つの研究を行い、先週の９月２４日に無事卒業式を迎えること

ができました。修士号取得です。 

 進路に関しては、ヨーロッパでの博士課程進学希望しているのですが、現時点ですぐに進学できる大学を

見つけることができなかったため、オランダでの生活に一区切りを打つ意味で先週より日本に帰国しており

ます。まだ正確には決まっていないのですが、しばらくは筑波大時に在籍していた研究室で研究を続けさせ

ていただけそうなので、近いうちに例会へもご挨拶に伺えたらと思っています。 

 親善奨学生としての最終報告書を書きましたので、添付ファイルをご確認ください。再度、なかなか近況

報告ができず申し訳ありませんでした。取り急ぎ修士課程終了と帰国の御報告まで。 
 

ロータリー国際親善奨学金2007-08年度最終報告書 
奨学生氏名：浅井真康 

教育機関：ワーゲニンゲン大学（オランダ） 

プログラム：環境学科・修士課程・森林自然保全プログラム 

スポンサークラブ：つくば学園ロータリークラブ/2820地区 

スポンサー地区顧問：中山正巳氏 

ホストクラブ：Wageningen-Bergpoort/1560地区 

ホスト地区顧問：Roel Van de Weg氏 

  

１．はじめに 

2009年9月24日に修士課程修了式を迎え、オランダでの2年間の留学生活を無事に終えることができまし

た。こうして充実した勉強・研究生活を過ごせたのも、多くの方々の支えがあったからです。本当にありがと

うございました。 

 

２．学業の成果と今後の予定 

修士課程2年目には、オランダと中国を調査地とした修士論文2本を書き上げました。どちらも農用地にお

ける生物保全と持続的な農業活動を行うための土地利用について研究しました。このようなテーマは農業や環

境政策などの点においてヨーロッパの方が日本よりも先進的であり、そのような観点からもオランダ・ワーゲ

ニンゲン大学で勉強できたことは非常に有意義だったと思っています。また、2つの研究を通じて研究の面白

さ・重要性を改めて実感し、今後も博士課程に進学して持続的な農業の実施に貢献していきたいと考えていま

す。  
 
３．留学経験を通じてどのように日本やオランダの見方が変わったか 

オランダでの留学生活を通じてオランダをはじめヨーロッパ文化がより身近になったことは確かですが、

日本文化そのものに対する興味や知識もより深まったように感じます。滞在していたワーゲニンゲン大学には

もともと日本人学生の数が少ないこともあり、多くの学生（オランダおよび世界各国からの）にとって私が初

めての日本人であることも多くありました。そのため日本という国について尋ねられることも多く、そのたび

に自分がいかに自分の国について無知であったかを思い知らされました。また修士2年目からは合気道の教室

に通い始め、オランダ人とともに練習を重ねました。オランダで合気道を始めることになるとは思いもしませ

んでしたが、日本の伝統武道がオランダでどのように受け入れられているのかを垣間見ることができて大変 
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  報告 その２              

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 

 

貴重な経験となりました。日本にいたときにはあまり関心のなかった東洋思想に積極的に興味を持ち始めたの

も、オランダでの生活があったからこそだと思います。 
 
 
４．ロータリークラブについて感じたこと 

ロータリークラブでの活動を通じて世界中の方々とお会いする機会を沢山得ました。特にインドからの

GSEグループがホストロータリークラブへ訪れた時などは、ロータリーの世界規模でのコネクションの強さに

大変感銘を受けました。多種多様な文化が存在する世界にあって、世界中のロータリークラブが同じ理念を

持ってそれを共有しあっていることは大変素晴らしいことだと常々感じます。 
 
 
５．財団からどのように恩恵を受けたか、また改善点 

2年間の学業を達成するための経済的な支援はもちろんですが、ホストロータリークラブのカウンセラー

であったRoel van de Weg氏には2年間多大なサポートをしていただきました。常に私の生活を気にして下さ

り、こうして2年間何事もなく勉強に打ち込めたのも彼のサポートがあったからです。 
ただ、奨学金を受理している間に奨学生は2週間以上ホスト地区から出てはいけないというルールが存在

し、このルールのために希望していた海外での現地調査を一切断念しなければなりませんでした。私のように

途上国での農村開発に興味のある学生や生態学を志す学生にとって現地での調査ができないというのは致命的

とも言えます。ホストクラブの方々はオランダ外への調査旅行を応援してくださいましたが、アメリカ本部か

ら例外は認められないとのことで、結局研究そのものをあきらめざるを得ませんでした。親善大使として派遣

先にとどまる意味の重要性は理解していますが、自分の興味を伸ばす多くの可能性があるのに、ルールのため

にそれを活かせないのは勿体ないことだと思います。今後の学生のためにも、ぜひとも改善していただきたい

問題です。 
 
 

６．今後の奨学生へのアドバイス 
まずはホストカウンセラーと頻繁に連絡を取り合うことを推奨します。全くわからない土地へ行くわけで

すから、出国前にも積極的に連絡を取って現地の情報収集をし、またわからないことや問題が発生したときに

はすぐに相談に乗ってもらうと良いと思います。大いに頼って良いのではないでしょうか。 
また、“違いを楽しむ”というスタンスを大切にしてほしいと思います。文化や思想が異なるのは当たり

前のことですが、それらを日本と比較した結果、ついつい不平・不満を言ってしまうことがあります。他者を

否定し、文句を言うことは簡単ですが、それでは展望はなかなか広がりませんし、得られるものも多くありま

せん。だからこそ“違いを楽しむ”アプローチで過ごせれば、新しい発見をつぎつぎと見つけられ、より良い

留学生活を送れるのではないかと思います。 
 
 
７．最後に 

2008-09年は日蘭友好400周年の年だそうです。当初アメリカへの進学を希望していた私にとって、オラ

ンダ・ワーゲニンゲン大学への進学を指定されたときには、大変とまどい留学自体も考え直すほどでした。し

かしながら、鎖国中の知識人が近代文明を学んだのはオランダからですし、勝海舟も福澤諭吉もオランダで造

船された咸臨丸に乗ってアメリカへ行きました。自分もオランダで基礎を築こうと思って始めた留学生活でし

たが、結果的には自分の興味をより高めるにはこの上ない環境であったことに気づき、非常に有意義な2年間

となりました。2年間で勉強・経験したことを活かして、研究という形で今後も世界中の農業活動の発展に貢

献することが、留学を支えてくださった多くのみなさんへの恩返しになるのではないかと思っています。本当

にありがとうございました。 
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安藤栄敏 

 9月26日の当日に、結婚記念のお祝いが届きました。なかなか口に

することの出来ない、高級チョコレートでしたので、夫婦で仲良く楽

しませていただくことを考えていました。ウッカリ子供達の目に触れ

てしまい、せっかくの楽しみを野獣どもに奪われ、1粒のチョコレー

トときれいな空箱だけが残されていました。覚えていろよ！！ 

岡本武志 

 誕生日お祝いありがとうございました。シルバーウィークに体調を

崩し、当日（25日）はさみしく過ごしましたが、おいしいお酒をいた

だきました。 

鯨井規功 
 誕生日のプレゼントありがとございます。早速、本日家内と祝杯を挙げた

いと思います。あいがとうございます。 

綿引信之 
 我が家にも家族が一人増えました。長男の嫁です。これで老後も一

安心という所ですが、あまり負担はかけないよう心がけます。 

 

本日の合計 ￥２５，０００－ 

本年度累計 ￥３５０，６００－ 

報告 

小堀恒夫委員 

無届欠席累計１１名 

 出席率報告   １０月１日（木）  例会 

会員数 出席数 欠席数 内無届欠席数 出席率 

６３名  ４９名  １７名  １名 ８０．３２％ 

出席免除 

２名 

メイク・ゲスト 

３名 

 今週のニコニコＢＯＸ                 

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 



   

 １０月２２日（木） クラブ協議会 ガバナー公式訪問 

 

 １０月２９日（木） 移動例会 ３クラブ合同ゴルフコンペ（筑波東急） 

                ３クラブ合同夜例会（オークラ）  

 

 １１月 ３日（火） 移動例会 『ロータリーの森創り』 

           於 ゆかりの森  （注）１１／１２例会は休会：振替） 

 

 １１月 ５日（木） 会長挨拶（ロータリー財団月間にちなんで）  

           ◇奥様誕生･結婚祝、１０月ニコニコ大賞    

           於 オークラフロンティア アネックス   

 
編集後記                   （クラブ会報委員長：岡本） 

●初めて経験しました。台風接近による例会中止。８日当日は、台風が来る

とわかっていても、都内では通常に出勤し、電車がストップした為大変な混

乱を巻き起こしていました。過去、台風の影響で電車が止まったのは記憶に

ないのですが。それだけ地球環境が大きく変化し異常気象となって猛威を振

るったのでしょうか。また、近隣の土浦、龍ヶ崎では竜巻（のようなもの）

で家屋などが倒壊（破壊）していました。こんな身近でニュース報道が出た

のは、荒川沖の無差別殺傷行為以来でしょうか。会員の皆様は特に何の問題

も無く、ご無事でしたでしょうか。今回を振り返ると、如何に天災に対する

備えができていないか良く分かります。子供の頃、台風直撃のときは、窓に

木を打ちつけたり、停電用に沢山のろうそくを準備したり、お風呂に飲み水

をためて置いたりしましたが、今は違うんですね。防災の日にチェックした

非難用具一式、今一度キチンとチェックが必要かもしれませんね。 

●１０月２２日内藤ガバナー公式訪問にあたっては、皆様のご協力をお願い

することになると思います。よろしくお願いいたします（佐藤幹事談）。 

  

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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 友好クラブ 

    京都山城ロータリークラブ 

   （第2650地区） 

 

 プログラム予告   米山・職業奉仕月間             

2009-10 Vol. 10 TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I. 
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