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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.

12月15日（木）

例会報告
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会長挨拶・幹事報告・親睦委員長報告
下村会長挨拶
メイクアップの提出期間を1か月に変更する主
旨の提案で、国際ロータリーから採決要請が
あり、本日出席の方の賛成を頂きましたこと
報告させて頂きます。

小城幹事報告
国際ロータリー・タイバンコク世界大会に是
非皆様にも参加お願いいたします。またその
時に、タイバンコク・スリウォンＲＣへの自
転車寄贈の国際奉仕もしていきたいと思いま
す。

大堀親睦委員長報告
12月24日クリスマス家族会に参加
宜しくお願いします。物まね芸人
も呼んで楽しく盛り上がりましょ
う。追加、協賛商品もよろしく！

12月会員誕生日
12月会員誕生日
１５日 鈴木 敏雄 様
２１日 齋藤 修一 様
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招待卓話：サーフェル・ジャック氏
「日本を愛して思うこととは・・」
日本滞在26年になるサーフェル・ジャッ
ク氏は合気道に憧れて日本に来たアメリカ人
です。 つくばで200人程の英会話教室を経
営する傍ら、今回は日本がこうしてもらいた
いという日本を愛する気持ちからお話を頂き
ました。
欧米的な観点から、日本の将来を危機感を
持って熱くお話しした中で、これからの21世紀における日本が、いかに
進むべきかのアイデアをいくつか発表されました。 いわゆるかなりシビ
アで厳しい指摘が多くあり、私たちもハッとするような点がありましたが、
「リーダーになるためには」「韓国・中国の発展に負けないためには」「競争
社会をどう乗り越えていくか」等のグローバルな世界観からのお話しになって
いました。
日本人の絶妙な柔軟性と協調性と同朋感を加え、けっして失いたくない美徳
と価値観を掛け合わせて、私たちはきっと21世紀でも
「坂の上の雲」をつかんでいくと思いました。
更にＰＣの発達とグローバル経済
によって、なお多面的な多様性が21世
紀には必要になるような気がしまし
た。
あの3.11以降日本人は確実に何かが変
わったのではないでしょうか。
本日はお忙しい中、ありがとうござ
いました。
（石井健三）

例会スナップ
本日のメニュー：和風弁当・味噌汁
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「サンタクロース・プロジェクト」へのお礼状とメッセージ
富岡町の先生・子供たちから喜びと感謝のメッセージが届きました！

その他たくさんの手書
メッセージありがとう
ございました。
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ロータリー国際親善奨学生卯城大氏近況報告③
つくば学園ロータリークラブの皆様、いかがお過ごしでしょうか。
雪があり、いよいよ厳しい冬が始まったという気持ちです。

こちらは今月最初に早くも初

さて、１２月に入り、ロータリークラブを２箇
所訪問致しました。 １つはダムフリース
(Dumfries)で、詩人ロバート・バーンズ
(Robert Burns )が亡くなった場所として有
名です。名前だけ聞くとなじみがないように
も思えますが、彼は”Auld Lang Syne”という
曲の作詞をした人でスコットランドではその名
を知らない人はいないという有名人です。
そして実はこの曲は日本では「蛍の光」とし
て親しまれている曲です。 スコットランドで
はある程度人が集まるとケイリー(Ceilidh)と
いう伝統ダンスをよく行うのですが、その最
後に流れるのがこの”Auld Lang Syne”という
曲です。 この曲が日本で親しまれているこ
とを知っている方もたまにいらっしゃるのですが、勉強不足でいまだに彼らに日本とこの曲にどうい
う関係があるのかを説明できずにいます。
もう１つはダンバー(Dunbar)という港
町で、大規模ゴルフ場のあるレジャー地
です。 ここのクラブは女性の方が会長
をしており、他クラブと比較すると乳が
んなど女性に関するイベントを積極的に
行っています。 先月にはPink and
Black Ballというピンクリボン関連のイベ
ントがあり、招待を頂き参加しました。な
お、日本ではロータリークラブには男性
の方が多い印象を受けたのですが、こ
ちらの方がやや女性の方が多いような
気がします。 夫婦で入っている方も比
較的多くいらっしゃるので、クラブにもよ
りますが男女比はだいたい７：３といった
ところでしょうか。 それでもまだまだ偏りはあるのが現状のようです。
こちらのロータリークラブでスピーチをするにあたり、日本やつくば、そしてそこでのロータリーの
様子などを話す機会が増えてきました。 これをお読みの皆様で何か「ぜひこれを紹介してほしい」
というものがございましたらご連絡いただければ幸いです。

２０１１～１２年度 国際親善奨学生

派遣先地区：第１０２０地区
Page 4

卯城 大 (うしろ だい）

2010-11
2011-12 Vol.
Vol. 45
22

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

ミュージカル「星の王子さま」を観劇して
１１月５日午後６：００、東京青山円形劇場で、石井健三会員の出演する劇団Ｍ.Ｍ.Ｃオリジナルミュー
ジカル「星の王子さま」を観劇しました。 青山劇場は、若い男女の集まる表参道近くの青山学院の
前でしたので、活気が充満して居りました。 東京の舞台で見る石井会員はつくばで見るより数段
輝いて居りました。
原作「星の王子様」は、聖書、資本論に続いて世界第三位のベストセラーだそうです。 著者アント
ワーヌ・ド・サン＝テグジュペリは、第一次・第二次世界大戦において祖国フランスのために、まだ発明
されて間もない飛行機を操縦して戦いに挑みました。 彼はこの「星の王子様」を書き上げた翌年、
偵察に出たまま消息を絶ち、６０年後、マルセーユ沖で機体のみが発見されたそうです。 常に死と
直面した生涯において「いちばん大切なものは、目に見えない」に代表される数多くの名言を遺し
ました。
丸い舞台でのミュージカルは、観客の目と鼻の先で物語が進行するので、圧倒されました。 サ
ン＝テグジュペリは、自身のプロローグの中で「この星の王子様は、昔に子供であった大人たちにも
読んで貰いたい」と述べています。 彼は、フランス政府の肝煎りで航空省の後援を得、トーキー映
画が生まれて間もない頃に、１９３５年に製作された映画「Anne-Marie」のオリジナル・シナリオを書き
下ろしています。 監督はレイモン・ベルナールで、ルネ・クレール脚本の映画「巴里祭」に主演し、い
かにもパリジェンヌと当時評判のアナベラの主演でした。 日本でも公開され「夜の空を行く」とい
う題名で知られています。 サン＝テグジュペリの生涯の中でこの頃は、最も楽しく華やかな時期
だったように思います。
確かに、「昔は良かった」と思い出を語る年寄りと、それを「先が短くて可哀想」と未来を語る若者
との相対性が継続してゆきます。 戦前戦後のつなぎ目を生きた私たちにとって、次世代に継承し
てゆかなければならない伝習録を、石井健三会員は舞台で示してくださいました。 人間は決して
一人では生きられないものです。 大切なものも見えないものも、他の誰かから、誠実な人間にだ
け与えられるものだ、ということなのでしょう。
師走の多忙な時期に、見えなかったものが一瞬、姿を現すかも知れません。 平等に。
田口幸男会員 寄稿

ニコニコＢＯＸ
本日の合計

43,000円

累計金額

石井

健三

楽しいお話を有難うございました。サーフェルさんのこれからの御活躍を期待しています。

齊藤

修一

誕生祝い、有難うございました。今年初めてのニコニコです。

鈴木

敏雄

誕生祝い有難うございます。

東郷

治久

野堀

喜作

結婚記念のお祝い有難うございました。ガバナー研修で忙しくて忘れて居りました。

馬目

圭造

妻の誕生祝いありがとうございました。

皆葉

真治

宮武

孝之

747,500円

名前が漏れておりました「サンタクロースプロジェクト」に参加しました東郷です（笑）。今後は充分自我して、ロータリー活動にい
そしみたいと思います。（でも前回例会会報には載っていましたのでほっとしました）

先週、火･水･木曜日と税務署が来た為例会を欠席しました。
実に20年振りです! 大変よく出来ていると褒めていただいた割には、大きなお土産を持って帰れてしまいました。
くやし～！
サーフェル・シャックさん、本日は有難うございました。
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出席率報告
本日のお客様
サーフェル・ジャック

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

12月15日（木）

例会

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

４５名

１７名

１名

２名

１名

７６．６６％

プログラム予告

12月/1月

１２月２４日(土）12月第4移動例会クリスマスパーティー
6：00受付（6：30開始）
オークラフロンティアホテルつくば３Ｆジュピター
（12/22・29は休会）
１月 5日（木） 1月第1例会 新春例会からです。

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

クラブ会報・広報委員長：石井健三

今年のクラブ会報も来週クリスマス号で半年23回発行が終わりに
なります。 新年には、次の委員長に引き継ぐ準備も含めて、さら
に頑張っていきましょう。 ロータリークラブの良いところを発展
させていくのもこの会報・広報の大切な役目だと思うようになって
きました。「楽しいクラブ会報を目指して」宜しくお願いします！

野堀喜作ガバナーエレクト事務所ホテルグランド東雲本館407号
連絡先： TEL
029-886-3582
FAX
029-886-3583
E-mail 12-13@ri2820.jp

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
〒305-0047 茨城県つくば市千現２丁目１番６

029-858-0100

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

つくば研究支援センターＡ２８

電話

例会日

FAX 029-858-0101

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

