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つくば学園ロータリークラブ
It is the 26th year since 1986

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

8月11日（木）

例会報告
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幹事報告
小城 豊 幹事からの報告
１．研究グループ交換（ＧＳＥ） 派遣団員募集の件
2011～2012度相手国 アメリカニューヨーク州ＲＩ7190地区
派遣期間 4月28日～5月26日 ロータリアンの会社内で希望がある場合
8月25日までに幹事まで
２．8月23日（火）19：30集合 つくば学園ロータアクト8月第2例会のご案内
土浦学園ゴルフセンターに於いて専門知識開発委員会
「土浦南ＯＢ今泉さんによる初心者のゴルフ例会」
点鐘する
下村
正
会長
小城 豊 幹事
３．ロータリー情報館掲載「うなぎプロジェクト」 8月10日掲載済

広報活動 「投稿のお願い」

大木 勲 ガバナーより

日頃の奉仕活動情報のご提供と茨城新聞「ロータリー情報館」への投稿をお願します。
国際ロータリー第2820地区では、茨城新聞社の協力で本年度も引き続き掲載していきますので、皆様
の情報提供・記事の投稿を300字程度にまとめて下さい。
広報委員長に送った「連絡用紙」も活用して下さい。
8月5日

ＩＲ第2820地区ガバナー

大木

勲

/ ロータリー情報館担当

海老澤

功

ロータアクト活動報告
９月２５日（日） 古河ＲＡＣ５周年記念式典 会場：ホテル山水 0280-22-0226
（13：00登録開始 14：00式典開始 16：30祝賀会開始 18：30祝賀会終了）
８月２５日までに登録締め切りとなります。（登録料：式典1,000円・祝賀会3,000円）
＊登録先：土方信太郎 s-hijikata0216@star.ocn.ne.jp ＦＡＸ：0285-37-6119
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招待卓話 慶龍寺住職 古幡章善 様
真言宗にのっとり、被災者に真言を唱えてからお話が始まりました。

「お盆に因んで」―お布施は感謝のこころ
盂蘭盆会はサンスクリット語の梵語ウランバナ（逆さ釣りにされる苦しみ地獄）からきま
した。 お盆の時、お墓へたくさんのお供物を携えてお迎えに行くことは、先祖のおかげで
今があることを感じる機会になります。 私の祖父がもともといた長野大町穂高の万願寺
本堂に地獄絵があり、そこで祖父がこんなお話をしていたようです。
家族でいる大切な時間をメリハリをもって『刹那』を大切にして頂ければ、人生を満足し
て過ごせることと思います。
慶龍寺住職

古幡章善

様

お盆などの仏事や葬儀の意義や理由がわからなく形骸化してきて、お布施に関してもそ
の意味がわからなくなっていることが最近よくあります。 何をしているのかを理解した上
で、その感謝の気持ちをお布施に表すのが正しい形です。
施餓鬼（せがき）という仏事も、今生きている我々がどうしたらより良い人生を過ごせるかを教えてくれます。 餓鬼
への施し、すなわち困った人への施しをすることで、自分を高めることが出来ます。 助けてあげるのではなく、助けさ
せて頂きこちらこそありがとうという感謝の気持ちを持つことが大切です。 これこそが今の損得本位の世界ではな
く、仏教が教えている大切な世界だと思います。
お布施を取られたのではなく、お布施を施させて頂いたことに感謝した時に、その価値
が本来の金額以上の大切な宝物になっていくのです。
最後に、ボーイスカウトに対してたくさんのご支援を頂きまして誠にありがとうござい
ました。
記念品贈呈

下村会長

8月10日茨城新聞ロータリー情報館掲載
「ロータリー情報館」に8月10
日記事掲載されました。
海老澤功様を通して、今回無事につ
くば学園ＲＣの記事が茨城新聞のロー
タリー情報館のコーナーで取り上げら
れ掲載されました。
これからも発信して行くつくば学園
ＲＣとして、当委員会は皆様の奉仕活
動と情報投稿のお役に立っていきたい
と思います。
クラブ会報広報委員長 石井健三
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筑波大より同大被災学生義援金に対するお礼
筑波大よりつくば学園ＲＣと京都山城ＲＣに感謝状
本日筑波大学より、直前会長川﨑年度の支援活動に対しての感謝状
（つくば学園RC、京都山城RCへ）をお持ちいただきました。
筑波大学 副学長 西川 潔 様より、つくば学園ＲＣを代表して川﨑直
前会長が、京都山城ＲＣを代表して下村会長が、其々感謝状を受け取りま
した。

「感謝状 つくば学園ＲＣ殿（京都山城Ｒ
Ｃ殿）あなたは東日本大震災に際し、尊
慶龍寺住職 古幡章善 様
い社会貢献の精神に則り、困難な状況
にある筑波大学被災学生に対して、多
額の義援金を提供されました。よって
筑波大学西川副学長
今回の大震災で直接間接合わせ ここに貴重なるご奉仕に対し深く感謝
の意を表します。
て被災した筑波大・院生は
80名になります。
平成23年6月30日 独立法人筑波大学学長

山田信博」

＊
また「なでしこジャパン」
では本学生2名が活躍いた
しました。
福島いわき市の小学生を筑
波大学生寮に招待して
2日間ボランティアとして
市民と共に奉仕しました。
つくば学園ＲＣを川﨑直前会長に

京都山城ＲＣを下村会長に

授与される西川副学長

2011-12国際親善奨学生 卯城 大 様 近況報告①
つくば学園ロータリークラブの皆様、
私は現在国際親善奨学生としてスコットランド(イギリス)の首都、
エディンバラに滞在しています。エディンバラは数百年前の建築物が数々残された美しい都市で、非常に落ち着
いて学習・研究のできる環境が整っています。
さて、現在はエディンバラ大学にて修士プログラムのための語学コースを履修中で、多くの非英語圏出身の生
徒とともに英語能力の向上に努めているところですが、驚かされるのは中国人の多さです。コース履修者のおよ
そ９割が中国人であり、日本人はほぼいません。あくまでも現在は語学コースですので一般化はできませんが、
日本の存在感が薄いことは否めません。私が英語教育について研究している理由の一つとして、日本人が英語

能力不足によって世界に情報をうまく発信できていない問題を解決したいというものがありま
す。今や英語は国際語となり、世界的な一般教養の一つになりつつあります。英語が扱えないためにその人が本
来持っている能力を十分に発揮できないのは非常に残念なことです。私はこれから自身の研究を通してこの問題
に対する答えを探し、将来は英語教員として実際に教育現場でこの問題に立ち向かいたいと思って
います。
この度、進学の援助をして頂いたロータリーの皆様には深い感謝を捧げるとともに、今後も引き続き奨学生の
派遣を通じて日本の国際進出と文化交流の支援をして頂けたらと思います。
派遣先地区：第１０２０地区
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第2820地区 国際奉仕研究会報告
「タイ・放置自転車贈呈事業」提唱クラブとしての自覚
国際奉仕委員長

倉持

武久

８月７日の日曜に、筑西市のホテルニューつたやで国際奉仕研究会が開催されました。
午前中は地区役員の挨拶に続き、前年度のWCS「この指とまれ」の報告があり、当２８２０地区は全国
的に見ても国際奉仕活動が盛んな事が分かりました。

慶龍寺住職

古幡章善

様

午後のメインは今年度に予定されている「この指とまれ」のプ
レゼンテーション。全部で八つの事業が各提唱クラブから紹介され
ました。実は、当クラブも「タイ・放置自転車贈呈事業」の

提唱クラブ。
国際奉仕を国内奉仕に切り替えて「うなぎ・プロジェクト」を
実施したこと。また、その過程で古河RC
とタイのスリウォンRCが協力してくれ
て、「マッチング・グラント」事業に承
認され、その恩返しとして「タイ・放置
郡山での 倉持 国際奉仕委員長
自転車贈呈事業」の提唱クラブを引き受
けたことを説明しました。各提唱クラブは事前に写真等を用意して、リハー
サルも済ませていた様子。それに引きかえ、私の場合はぶっつけ本番。９年
間続いた事業ですから、ここで失敗したら野堀さんにも申し訳ないと、私な
古河ＲＣ長澤幹事
りに一生懸命に話しました。
各事業への拠出金については各クラブの自由裁量となっていますが、次年度の協力体制を作るため
には各事業に小額ずつ分散して出した方がベターかと考えます。また、放置自転車事業が順調に
進展し、野堀ガバナーエレクトが胸を張ってタイの贈呈式に出席できるよう頑張りたいと思います。

8月11日 例会スナップ①

Page 4

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
06

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

8月11日 例会スナップ②

本日のメニュー：中華幕の内弁当（エビ
のピリ辛・入り玉・から揚げ、鳥の甘
酢・ザーサイ・野菜、牛焼肉・春巻き・
焼売、御飯）

ニコニコＢＯＸ
大野治夫

古幡さん、本日はありがとうございました。

鯨井規功

古幡先輩

齋藤修一

古幡さん、本日はご来訪を頂き有難うございました。毎年この時期は、アネックス前のビアガーデンで飲
み会を行っていますが、今年はまだですね。聞くところによるとメンバーのＴＮ氏は、尿酸値が高いので
ビールに換えているとの事です。お盆が終わったら、いっそスパークリングワインの飲み会を企画しま
しょう。

佐藤裕光

筑波大学副学長
ました。

高橋恵一

古幡住職の法話ありがとうございました。亡くなった親や先祖を迎えるお盆、少し真面目に故人と向き
合ってみたいと思います。

田口幸男

本日は貴重なお話し有難うございました。古幡住職様。

中山正巳

古幡住職、本日はお盆前の忙しい中、ご来訪有難うございます。ライオンズ同様、ロータリークラブも宜
しくお願いします。

筑波大学様

日頃からのご支援に心から感謝申し上げます。

本日は有意義な卓話を頂きましてありがとうございました。

西川様、並びに理事の小西様、新世代のロータアクトのメンバー推薦ありがとうござい

本日合計： 33,000円

累計金額：201,000円
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出席率報告

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

8月11日（木）

例会

お客様紹介
慶龍寺 住職 古幡章善様
筑波大副学長 西川 潔 様
筑波大副理事 小西敏之 様
筑波大副学長 生井 栄 様

会員数

出席数

欠席数

内無届
欠席数

出席
免除

メイク・
ゲスト

出席率

６２名

４２名

２０名

０名

２名

４名

７５％

プログラム予告

8月/9月

8月18日(木） クラブ総会・会員誕生祝
8月2３日(火）移動夜間例会親睦会 ホテルオークラ「アネックスガーデン内パティオ」
ラグジュアリー（luxuriant贅沢な)プランのビアガーデン
（６：３０ｐｍ集合 会費3,000円）8月10日ご返信下さい。
９月1日（木） 例会 会長挨拶
新世代月間に因んで 佐藤新世代奉仕委員長
９月８日（木）例会 招待卓話：筑波大学名誉教授村上和雄様「サムシンググレイド」

編集後記

クラブ会報・広報委員長：石井健三

お盆の8月15日から急遽入院することになって、入院前検査などが
長引き、本日の例会には間に合いませんでした。 予め前日に副委
員長の塚越会員にカメラとＩＣレコーダーを託してありましたの
で、今回の招待卓話や筑波大からの感謝状授与式などの記事をまと
めさせてもらいました。 治療で1週間ほど行ってまいります。 ま
た元気な姿で皆さんの前にまいりますので、宜しくお願いします。
来週号は、塚越副委員長に引継お願いしました。

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

友好クラブ
京都山城ロータリークラブ
（第2650地区）

つくば学園ロータリークラブ

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

〒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

Email

029-858-0100

FAX 029-858-0101

: gakuenrc@46gama.com
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

