2010-11 Vol.43

会

2011/06/02

報

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

It is the 25th year since 1986

６月２日（木） 例会報告
６月第１例会報告
会長挨拶

川崎庄一会長

幹事報告

皆葉真治幹事
小城 豊副幹事

米山奨学生卓話

筑波大学

申文浩様

奥様誕生祝・結婚祝
会長挨拶をする川崎庄一会長

お客様紹介

下館ロータリークラブ

神山芳子会員

６月第１例会会長挨拶
６月第１例会会長挨拶

川崎庄一会長

今年度も残り１ヶ月を切りました。やっとここまでたどり着いたというのが実感でございます。
創立２５周年記念事業の折に、今回の震災により被害を受けたご家族のいる学生向けに筑波大学に
１６０万円を義援金としてお渡しする支援事業をお話いたしましたが、昨日京都山城RCからの１０万
円と第２８２０地区からの４０万円が入金いたしましたので、これから支払の手続きをいたします。
また、支援事業を検討していく過程で３週間ほど前に皆葉真治幹事が独自に支援を企画されている
ことを知りました。石巻のボランティア団体から、ボランティア活動を行う上で足が無くて困ってい
るとの情報を、石巻におられる皆葉幹事のお姉さまからお聞きしました。そこで皆葉自動車（株）と
して軽自動車５台、四駆車１台、ワゴン車１台の計７台の車を５０万円かけて整備して県庁に寄贈し
たいというお話がございました。
前述のようにこの度の震災に対する支援金として筑波大学に１６０万円をお渡しすることが決定し
ておりましたので、今回の皆葉自動車（株）の支援事業は、野堀喜作ガバナー補佐にご尽力を賜りま
して、これを第２８２０地区の支援事業として取り上げていただくべく、つくば学園ＲＣ会長名で申
請書を提出させていただきました。これが採用していただいた場合には、車を陸送で石巻に送りまし
て、ガバナーや地区役員の皆様にもご参加いただき贈呈式を執り行うことを予定しております。
山崎清司ガバナーがおとといまで世界大会でニューオリンズを訪問されていらっしゃるのを存じて
おりましたので、今朝一番でご連絡いたしましたところ、地区の方で全面的に応援頂ける旨の回答を
いただきました。地区の方には陸送費用の65,520円と自動車保険代の1,062,070円と燃料代として1年
分の600,000円、合計1,727,590円を申請させていただきました。来週中にはつくば学園ＲＣに振り込
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６月第１例会会長挨拶
６月第一例会会長挨拶（続き）
んでいただける予定でございます。支援事業が追加になりました筝をご報告いたします。
また、この度の震災で大きな被害を被られた岩手県と宮城県（この両県で第２５２０地区です）の
状況を確認するために、６月９日に盛岡で全国で３４名のガバナーによる全国ガバナー会が開催され
ます。現在確認されているだけで会員が１０数名亡くなられているそうです。より詳細な情報を収集
するため現地を視察してくる予定だそうです。
第２８２０地区の中では、県北では被災されたクラブが多数あり、４月中旬には会場が押さえられ
ずに休会していたクラブが多かったそうです。５月に入りますと復旧され、平常通りにクラブ活動を
再開されているようでございます。
我がクラブでも、今回の震災の被害を受けて３名の方が退会されております。地区でも６月末の会
費の払込期日に向けて退会者が増えるのではないかと危惧されております。また、我がクラブでは、
体調を崩された会員からの退会の意向もございます。まだ正式には受理しておりませんが、理事会で
承認されますと今年度は４名が退会されることになります。
是非皆様にお願いしたのは、１人でも２人でも会員の増強を図りたいということで、皆様の周りの
方でロータリアンに推薦できる方をご紹介いただきたいと思います。その際には石川英昭会員増強委
員長にお話しいただいて進めてまいりたいと思います。現在でも何名かに声をかけていただいており
ます。また、退会者の中にも入会希望者を推薦していただいていた方もいらっしゃいましたが、推薦
者が退会されたということで、なかなか正式に決まらない状況でございます。是非ロータリーの会員
としてふさわしい方がいらっしゃいましたらご紹介よろしくお願いいたします。
６月３０日の例会で最後のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

幹事報告
本年度理事会報告

皆葉真治幹事

第１号議案 職業分類変更の件・・・承認
名称変更 小関迪会員・吉岡昭文会員
第２号議案 移動例会の件・・・承認
６月２３日、ホテルグランド東雲にて１８：３０から各委員
会事業報告、１９：００から懇親会
第３号議案 直前会長・幹事慰労会の件・・・承認
ホテルべストランド・ラ ポルタで開催いたします。
第４号議案 ２５周年記念事業決算報告の件・・・承認
第５号議案 その他
①復興支援事業の件
会長挨拶の通りです。
②京都山城ＲＣよりのお手紙の件 ご紹介いたしました。

次年度理事会報告

写真上
写真下

皆葉真治幹事
小城豊副幹事

小城豊副幹事

第１号議案 委員会組織票の件・・・承認
第２号議案 事業計画・予算案の件・・・承認
第３号議案 ７月プログラムの件・・・承認
７月２１日はうなぎプロジェクトといたしまして、倉持武
久次年度国際奉仕委員長よりご提案いただき、被災地にう
なぎを届けましょうという事業です。当日の夜は19:00から
山水亭で納涼会を開催いたします。
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米山奨学生卓話
米山奨学生卓話

筑波大学

申文浩様

私が日本に来たきっかけは、2004年のある日曜日ある友人
とコーヒーを飲んでいたところ、その友人が「日本に留学し
ないか？」と尋ねてきました。当時その友人はウェブデザイ
ナーをしており日本人との仕事が多く、「学費は出ないが生
活費を補助してくれる制度がある」と紹介してくれて、それ
では行ってみようかと決意しました。その翌日には会社を辞
めました。家族や友人は皆反対でしたが、一度留学してみた
いという思いがありましたので、紹介してくれた友人と一緒
に学費を稼ぐために、ＨＰ作成の仕事をして、2005年に新宿
にある日本語学校に留学することになりました。
米山奨学生卓話をする申文浩様
私の友人は結構余裕がありましたので、仕事もそこそこに
２年間のんびりしておりましたが、自分はバイトをしておりました。ただし日本の奨学団体やバイト
の社長さんなどにご支援をいただき、今の自分があると思います。
日本語学校の時も、文部科学省の奨学生としていろいろな方々からお世話になりました。現在は貴
ＲＣの米山記念奨学会の奨学生になりました。トップレベルの学生しか奨学生になれない立派な奨学
会だと聞いておりましたし、実際に奨学生になれてよかったと実感しております。2007年に筑波大学
に入学して修士を経て、今年研究室の後輩と結婚しました。
現在は農業に関する水資源などを研究しております。農業水利施設は、使用者である農民の立場か
ら見ますと農業生産性を向上し利益をあげるためにあります。国の立場から見ますと食料自給率を確
保するために社会資本を整備することにあります。そのため多くの国では社会資本であることに着目
し、政府が管理してきました。さらに水管理の向上性や持続性に着目して水利は政府が整えてその管
理を農民に任せるという参加型水利管理の手法が採られております。韓国・台湾・日本のように工業
化が進んでいる国では、農業従事者は貧困になる傾向が見受けられ、農業をやりたくない人が多く
なっておりますので、国家政策として農業を守るために公的管理を強化しています。特に韓国では
2000年から全面的な公的管理をはじめました。発展途上国においては、雇用の確保を図るために水管
理を農民に任せようとしています。先進国では水管理は本来農民が行うべきではありますが担い手が
いないので国が行っているのが実態です。
韓国の話をしますと、韓国も日本と同じように高齢化や担い手不足など日本と同じ問題を抱えてお
ります。韓国においても、農業人口も都市部に移転したりして減少傾向にあります。自分の研究は韓
国における水管理の歴史的変化を整理して、現在の公的管理
に移行した背景を明らかにし、現在のシステムの分析および
問題点の把握をすることです。そして今後の水利施設の開発
や管理の在り方を提言いたします。また、農業人口の多いア
フリカや東南アジアなどの国々に対して、国が支援する事業
を応援するための資料を作成することも研究課題の一つで
す。そのために今まで積極的に論文を投稿したり発表会に参
加したりしてきました。
来年の３月卒業した後は、日本で学んだことを生かせる研
究者になりたいと考えております。また水管理に関する国際
支援の団体に対してお役にたてるような仕事がしたいと考え
ております。さらに日本と韓国の研究交流に貢献することを
岡添紘樹米山奨学会委員長から
目指しております。今後も頑張ってまいりますので、どうぞ
奨学金を授与される申文浩様
よろしくお願いいたします。
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６月奥様誕生祝・結婚祝

結婚記念日
奥様誕生日
３日
８日
１３日
２０日

増山
鯨井
下村
上野

２日
４日
１０日
１２日
２８日

美紀子様
直子 様
宏子 様
いゆ子様

中村
吉岡
齊藤
大堀
大里

義雄会員・洋子
昭文会員・鞠子
修一会員・理恵
健二会員・優子
喜彦会員・裕子

様
様
様
様
様

お客様ご挨拶
お客様ご挨拶

下館ＲＣ神山芳子会員

はじめまして。下館ＲＣの神山芳子と申します。突然お伺いし
たのは、下館ＲＣにはかくさんという筑波大学の米山奨学生がい
るためです。私は下館市でバレー教室を持っております。自宅は
三鷹です。下館ＲＣの例会がある水曜日には、朝９時に自宅をで
まして、筑波大学でかくさんをお連れして例会に参加しておりま
す。かくさんとつくば学園ＲＡＣに繋がりがあることは以前から
うかがっておりました。つくば学園ＲＣにも一度行ってみてくだ
さいと言われておりましたので、下館ＲＣとの違いを見ることも
含めて興味がありました。
ご挨拶する神山芳子様
かくさんから聞いていた下館ＲＣとつくば学園ＲＣの違いは、
殿方だけで女性会員がいらっしゃらない点です。これには驚いたそうです。ただ皆さんにはとても優
しく接していただいたことを喜んでおりました。
またもう一つのつくば学園ＲＣとのご縁は、先ほど石巻への支援事業のお話がありましたが、私の
弟が石巻市立病院に勤務しておりまして、今回の震災は仙台の自宅であいました。弟家族は無事でし
たが、交通機関が途絶えておりましたので、病院に戻るのに３日ほどかかりました。その後弟から支
援物資の要請がありました。最初はスタジオのメンバーだけの対応を考えておりましたが、かなりの
数が必要でしたので下館ＲＣにお願いしました。お話をしてから５日後には支援物資を持って被災地
に出向いていただきました。マンスリーの中にも紹介させていただいております。つくば学園ＲＣで
も支援事業を行っていらっしゃるということでご縁を感じております。筑西市役所にもお願いしてい
ろいろな支援物資を送っていただきました。自転車も提案いたしましたが保管場所がなく、せっかく
善意で送っていただいても盗難され転売されることもあるそうです。
このようなご縁を機にこれからもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
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６月２日 会場スナップ①
本日は下館ＲＣの神山芳子様がメイクで出席していただきました。なおかつ突然のご挨拶を頂戴いた
しました。違うＲＣの方にお話を頂戴するのも刺激になっていいですね。ありがとうございます。
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６月２日 会場スナップ②
今日は中山正巳ＳＡＡ委員長が欠席されて岡本武志ＳＡＡ副委員長が八面六臂の活躍でした。来年の
ＳＡＡ委員長に向けていい練習になりましたね。申文浩様、卓話ありがとうございました。

６月２日ニコニコＢＯＸ
岡添紘樹

申文浩さん、卓話ありがとう。分かり易いお話でした。これからも宜しく！ロータ
リーメンバー全員と友達になってください。

岡本武志

川崎年度も残すところあと1ヶ月。ニコニコ累計額お知らせをご確認ください。

宮武孝之

仕事の都合で、早退させていただきます。

出席率報告

会員数

６３名

出席数

５２名

本日の合計

￥１５，０００－

本年度累計

￥１，５６５，０００－

６月２日（木）

例会

欠席数

出席免除

メイク・ゲスト

出席率

２名

２名

８８．５２％

１１名

内無届欠席数

２名
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６月３日ＰＥＴＳ・６月４日地区協議会報告
６月３日（金）結城市民情報センターにて2011～2012年度国際ロータリー第2820地区クラブ会長エレク
ト研修セミナー（ＰＥＴＳ）と、６月４日（土）結城市民文化センターにて地区協議会が開催されまし
た。下村正次年度会長に両会議の報告とお写真を提供していただきました。ここでご紹介させていただき
ます。下村次年度会長ありがとうございました。
報告書
ＰＥＴＳには、地区内６０クラブの会長エレクトが一同に集合して、にぎにぎしく開催されました。次年
度ＲＩ会長の所信は、「こころの中を見つめてみよう、博愛を広げるために」と謳っています。原文
Reach Within to Embrace Humanityは日本事務局にて翻訳されたそうですが、苦労があったと聞いて
います。３つの最優先事項として、①「家族」強い家族を築くこと。②「継続」私たちが一番得意とする
ことは継続していくこと。③「変化」変える必要があることは変える。機会があれば会員とともに考えて
いこうと思います。
大木勲ガバナーエレクトより次年度のＲＩ方針や地区指導等の説明があり、私自身は理解できました。そ
の他、各地区内委員長より活動方針や協力要請があり閉会しました。閉会後懇親会に入り、各分区毎にガ
バナー補佐を含めて着席、親交を深めることができました。その後分区毎に二次会が設定されており、夜
遅くまで議論をいたしました。
地区協議会には、各クラブの委員長を含めて６００人近く参加され、山崎清司ガバナーの挨拶に始まり、
ここで初めてガバナーノミニーとして我がクラブの野堀喜作会員が紹介されました。ＲＩ次年度テーマの
発表、ガバナー旗・分区旗の引き継ぎ、地区大会でできなかった各表彰を行い午前の会議は終了しまし
た。午後は各委員長毎にグループ分けして別会場へ移動・昼食後、各地区総括委員長より活動指針の説
明・勉強会がありました。午後３時３０分には元の会場に集合し閉会式が行われました。
各委員長さん１日の勉強会ご苦労様でした。自クラブへ帰り、地区指針にとらわれる事なく特色を生かし
た委員会活動をお願いいたします。
最後に感じたのは、大木勲ガバナーエレクトの緩やかな人柄を感じることができました。ドクターと聞い
ていたので意外な感じを受けました。

左よりＰＥＴＳ研修会の模様・大木勲ガバナーエレクト・第６分区補佐及び各会長です。

左より地区協議会で紹介される野堀喜作ガバナーノミニー・挨拶の模様・勉強会の模様です。
Page 7

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

2010-11 Vol. 43

プログラム予告

6月 ロータリー親睦活動月間

6月09日

職業奉仕報告卓話
5月ニコニコ大賞

「岡添紘樹会員」

6月16日

理事・各委員会委員長事業報告発表
会員誕生祝

6月23日

移動例会 会場：ホテルグランド東雲 時間：18:30～21:00
各委員会委員長事業報告発表及び懇親会

6月30日

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

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

（クラブ会報委員長：鯨井）
●６月３日から６日まで社員研修旅行でベトナムに訪問して参りま
した。３年ほど前にも訪問したことがありましたが、その経済的な
発展は目を見張るものがございました。
普通のサラリーマンの月給が３万円とのことですので、日本に比
べて１０分の１程かなと感じますが、活気が物凄いです。現地で鉄
板焼きを経営している社長ともお会いしましたが、物資は日本の方
が豊かですが、心はベトナム人の方が豊かなのかもしれませんと話
されておりました。
また旧態依然としたベトナムの風景もありますが、今開発してい
る７区（中心街は１区から４区あたりです）は、片側８車線程の道
が整備され、電線なども地中に埋められており、広々としたリッチ
の中に高層マンションやショッピングモールが建設されており、そ
の町並みは先進国とあまり変わりのないものでした。
中心地の家賃はむしろ東京よりも高いくらいで、貧富の差が激し
くなってきております。富裕層の多くは土地成金だそうです。
百聞は一見にしかず。一度訪問することをお勧めいたします。

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」

京都山城ロータリークラブ

つくば市吾妻１丁目１３６４－１

（第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

Email:gakuenrc@46gama.com
Page 8

FAX 029-858-0101

