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長期交換留学生報告

北島睦男国際奉仕委員長
みなさんこんにちは。2012-13年度長期交換留学生

大野さ

んをご紹介します。お住まいは旧谷田部町の島名とうところです。
お父様が医院を開院されています。現在、東京の渋谷教育学園の
高校２年生です。昨年の８月から今年６月までの概ね１年間アメ
リカのシャーロッツビル高等学校に交換留学生として留学されて
いて先だって帰国されました。当RCの野堀会員、石川会員とは
親戚関係に当たります。それではご本人から報告していただきた
いと思います。

長期交換留学生

大野沙予さん

こんにちは。私は渋谷教育学園渋谷高校２年の大野沙予です。
この度は長期青少年交換プログラムにおける派遣生という機会を
与えていただき本当にありがとうございます。17歳でこの様な
プログラムに参加することができ、沢山得る物があったので、本
当に幸せに思っております。私はアメリカのバージニア州シャー
ロッツビルというところに派遣させていただきました。バージニ
ア州はアメリカで最も多く大統領を輩出している州です。シャーロッツビルという私がいた所は三代目
大統領のトーマス・ジェファーソンさんが生まれ育った町として知られていました。町の中にはトーマ
ス・ジェファーソンさんが作られたヴァージニアだいがくや世界遺産であるジェファーソンさんの家な
どがあり、とても歴史のあるすてきま町でした。今年の２月にはロータリアンであるシャーロッツビル
市長が、フランス大統領とオバマ大統領をお迎えする貴重な瞬間に出会うことができ感激しました。派
遣先では毎日が新鮮で新しい発見ばかりでした。
私はシャーロッツビル高校というところに通っていました。そこで私は英語と化学と合唱と演劇と世
界史とスピーチの授業をとりました。日本では、合唱や演劇、スピーチの授業がなかったので面白かっ
たです。課外活動は、チアリーディングとミュージカルと模擬国連とラクロス、合唱団やアムネスティー
インターナショナルクラブという国際人権救援の知識向上のために活動しているクラブに所属していま
した。
09-page 

2014-15 Vol.9

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRECT 2820 R.I.

チアリーディング大会に行って演技をしたり学校のイベントで発表したり等しました。アメリカの学
校は節毎に３ヶ月しか活動できなかったのですが、とても濃い時間をすごすことができました。最後に
は「一番頑張った賞」を全校生徒の前でチアリーディング部として貰うことができました。ミュージカ
ルはスイニートッドという舞台にコーラスとして参加したのですが、歌唱指導と演技指導専門のコーチ
がいたり照明さん、大道具さんなど本物さながらの舞台作りに大変驚きました。合唱団では、フォーマ
ルな格好をして大きなホールで歌うという経験がとても面白かったです。冬に一度ニューヨーク遠征に
みんなで言ったことが深印象に残っています。
次に私にとって一番印象に残っているロータリークラブでの青少年交換学生としての活動をいくつか
紹介したいと思います。私は7610地区の交換学生でした。他にも交換学生がいて、エクアドル、フランス、
ルーマニアからの学生でした。私たちは月に一度ワシントンDCやニューヨークなどに集まり7610地
区の交換留学生として活動してきました。キャンプの写真は、私たちの他、ローターアクト、インター
アクトと一緒に二泊三日でキャンプをしました。私がいたシャーロッツビルの交換留学生でニューヨー
クの国連本部でロータリー国連大会に参加した時の写真です。国連本部の大きな場所でスピーチする経
験をしました。この他にも沢山の活動ができ、これが一番印象に残っています。ロータリーのイベント
が色々あり楽しくて、交換留学生のみんなと一生の友達になることができました。
この一年は人生で忘れることのない思い出になりました。本当にこの様なすばらしい機会をいただき
ありがとうございました。これからもロータリーの活動にたくさん参加できたら思っております。あり
がとうございました。

新入会員卓話
内田智宏会員
初々しさのかけらもないおっさんですが、新入会員の内田と申
します。よろしくお願いします。私は昭和58年生まれで、今年
で31歳になります。出身は石へ町（現常総市）で、高校時代ま
で竹園高校に通ってました。高校卒業後大学進学の為茨城を離れ、
今年の４月に戻ってくるまで、札幌、岐阜、名古屋を転々として
おりました。石下町が常総市になった頃は、札幌で大学生で愛郷
心はないくらいに思っておりましたが、石下町が無くなってしまうと聞いた時には、何とも言えない寂
しい気持ちになったことを覚えております。私は、現在の職業である弁護士を本格的に目指したのも大
学生の頃でした。弁護士になる為には司法試験を受験し合格しなければならないのですが、司法試験を
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受けようと決意してからは、札幌にはすすきのという誘惑の多い街がありますが、遊びに行くのも極力
控え試験勉強に邁進して参りました。この時期は朝９時に大学へ行き夜10時まで勉強をするという今
思い出すだけでも鬱になりそうな生活を送っておりました。司法試験に合格した後は埼玉と岐阜で１年
４カ月間研修を行い、その後名古屋市内の法律事務所に就職し４年間勤務しました。そして今年の４月
に事務所を独立し戻って参りました。私はこれまで所属していた事務所は、所長をボスと言いますが、
ボスが様々な顧問先を持っていた為、色々な事件を経験することができました。なかでも損保会社や不
動産会社と付き合いの強い事務所でしたので、交通事故や不動産の明け渡し慈庵については比較的同年
代の弁護士と比べると多くの経験をさせていただいていると思っております。こちらでは手持ちの事件
も全くないのでゼロからのスタートとなっております。業務を１日でも早く軌道に乗せたいと目標に頑
張っております。私がこれまで暮らしてきた街はどれも素晴らしく思い出深い街でした。茨城に戻って
きて故郷は特別だという思いを日に日に強くなっています。今後はつくば市、茨城県に貢献したいと思っ
ております。まだまだ社会人として駆け出しで、この様な場に参加させていただくこと事態恐れ多い立
場ですが、この様な機会をいただきましたので先輩方を見習い成長していきたいと思っております。ご
迷惑をおかけすることがあると思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

池田一郎会員
改めまして皆さんこんにちは。ご紹介いただきました新入会員
池田でございます。私は特にドラマチックなストーリーもなく地
元で生まれ、地元で働き出し今に至っておりますが簡単に自己紹
介させていただきます。
私は、道路舗装の仕事をしていて、主に官庁営業ですが、壊れ
た道路を尚したり、新しい道路を作ったりする仕事です。この時
期は暑くて熱中症になったり、朝起きられなくて来ない職員の確保に難しく、東京オリンピックも決まり、
福島の復興もあり人材不足で、国もだんだん建設予算を減らしていったので、建設業を縮小し、そのあ
との地震で急に発注して「やってくれ」といってもなかなか職人も育たない、人も集まらないという感
じで今、何とかやっている状況です。鯨井さんの紹介で、青年会議所も数年ほどやらしていただきその
絡みで入会したのですが、正直私には雲の上の世界で遠慮していたのですが、大丈夫と言うことで入り
ました。一日も早く皆様の足手まといにならないように活動できるよう頑張って行きたいと思います。
今私は子供が２人いて、上の子が大学３年生、下の子が高校２年生で、大学生の子供は反抗期が収まっ
てきたのですが、下の娘の方が反抗期で付き合い方が難しく、工夫しながらきております。触ることも
できず、すれ違いざまに頭を撫でたりしようものなら、触るんじゃねえよ！位の感じで、夏休みに入っ
たらディズニーランドに行くからお金ちょうだい、ディズニーランド行く為の服を買うからお金ちょう
だいと話しかけてくるので、嫌われてはいないのかなと思っております。上の子は、高校生の頃サッ
カーをやっていて反抗期にも体でぶつかってきて叩けたのですが、娘は叩く訳にもいかないので、叱り
方、距離の取り方が分からなくなってきております。それも諸先輩方にアドバイスをいただきながら適
切な距離の取り方を勉強していきたいと思います。
今、うちの会社が福島の除線の仕事に最近関わりまして、30人ほど送っております。人手不足の中
集めたので、色んな人がいます。その色んな人に揉まれながら、58歳で練馬区役所を早期退職して20
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代前半の息子さんと二人で来る親子とか、苗字が違って、年齢も離れている内縁の夫婦とか、色んな人
たちがいます。本当は資格もとらせたり、時間をかけて育てていきたいのですが、福島の復興は１分１
秒を争う感じで進めています。色んな事情でなかなか進まなかったり、人が育たなかったりと言う感じ
で、私いま41歳ですが、50代、60代、今70代までいます。なかなか言う事を聞いてくれなくて日々修
行の毎日です。とりとめのないまとまらない話で恐縮ですが、これが池田一郎の半生でございます。今
後ともよろしくお願いします。

まつりつくば2014にローターアクトカフェを出店
8月31日㈰まつりつくば2014にて、ロシアンクレープとタピオカジュースを販売いたしました。ロー
タリークラブ会長の飯田様を始め、沢山のロータリアンには大量購入していただき、なんとか利益を出
すことができました。一般のお客様の中には、クレープが気に入ったということで、何度も購入してく
れた方もいらっしゃいました。
結果は、収入は75,200円を売り上げて、収益金は33,941円となりました。同時に集めた募金活動の
金額は14,168円となり、総額48,109円を広島県大雨災害義援金に寄付させていただきます。

8月28日 会場スナップ
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8月28日㈭ ニコニコBOX

古本朝彦副SAA

本日は、6名のニコニコでした。ご協力いただきありがとうございました。

本日の合計

¥18,000.-

本年度累計

¥273,000.-

池 田 一 郎

拙い話でしたが、ご清聴ありがとうございました。

石 井 健 三

８月誕生記念酒を頂きありがとうございました。元気を取り戻し、これからもろーた
りー活動をしていきたいと思います。

岡 田 哲 也

今日は、これからねぶたの修復やります。本番の雨の予報が気になります。

木 村 英 博

今月入会させていただきました、木村英博です。どうぞよろしくお願い申しあげます。

高 田 稔 美

雨が続きますね、
私は有名な雨男です。来月と再来月の野球もカッパを着て頑張ります。

田 口 幸 男

美術の先生との会話、「モデルに依って、意欲が変わるでしょうね！」と私、「原因と
結果及び、美と醜いものは一往に住んでいます。」先生、「だから、醜いという字は、
鬼が酒を飲んでいますね、やるせなく…」と私。二人ともダンマリ……

8月28日㈭ 出席報告
本日のお客様
2012-13年度
長期派遣留学生

阿部哲次出席委員長

大野沙予様

無断欠席ゼロ、出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

69名 46名 22名

内無断
欠席数

出席
免除

メイク
ゲスト

出席率

0名

4名

1名

70.14％

※出席率は暫定値
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• 9月 • 地区関係 • ローターアクト
■

４日㈭

9

月

■

理事会
例会

11:00〜
職業奉仕月間に因んで

11日㈭ 例会

青少年奉仕月間に因んで

18日㈭ 休会

20日に振替の為

20日㈯ 移動例会

第17回

塚越委員長

土浦薪能

12:30〜

石井一委員長

12:30〜

鑑賞

17:30〜

17時東雲集合
懇親会「大型屋」
25日㈭ 例会

招待卓話

つくば学園RAC前会長

キム・アヒョン様

12:30〜

つくばオールロータリアンFacebook同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、
インターアクトの情報などをFacebook上で共有しています。ぜひご活用下さい。

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
〒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
E-mail : gakuenrc@46gama.com
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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

ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

