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

It is the 27th year since 1986

１０月１１日（木） 例会報告
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社会奉仕委員会より
皆葉 真治 委員長
(1)ロータリーの森創り
この企画は社会奉仕、親睦、国際奉仕の3つの委員会が共同で行いま
す。今年は山百合の森にウッドチップを撒いて歩道を整備し、中山会
長の発案で歩道に沿って紫陽花の苗木を植え付けます。野堀ガバナー
のところでウッドチップと紫陽花の苗木を用意していただきますの
で、一輪車とスコップを持ってきていただける方はお願いします。
参加者はつくば学園RACと国際交流協会に声を掛けつくば在住の外
国人5〜6人、ボーイスカウトから35人程度の総勢80人程になるか
と思います。
日 時：11月4日(日) 文化の日
9：30集合
場 所：ゆかりの森 野外ステージ
(2)つくばマラソンの支援
今年も11月の企画として、いちはら病院の駐車場に給水所を設けます。つくばシティRCとの合同企画
になります。また、つくば学園RACとボーイスカウトにも協力いただきますのでぜひご参加ください。
日 時：11月25日(日) 9：00～15：00
場 所：いちはら病院 駐車場
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米山月間に因んで ～米山奨学生卓話～
塚越 俊祐 米山奨学会 委員長
本日のお客様、周琳さんは筑波大学博士課程の3年生です。現在の所属クラブは水戸西
RCです。専攻は生命環境科学研究科国際支援技術開発専攻です。2007年に来日され
まして、来年3月博士課程終了予定です。出身は中国 浙江省、国際交流に関わるグ
ループで活動されています。留学生親善大使として中国のことを小、中学生に紹介し
たり、筑波大学の国際文化交流会の運営スタッフをしています。

米山奨学生

周 琳 さん(世話クラブ 水戸西RC)

筑波大学の周琳です。今日はこのような機会をいただきありがとうございます。また、奨学生として支援してくだ
さった皆様にお礼を申し上げます。今日は「漁師の娘の歩んできた道」と題してお話しします。
私は1983年に中国・浙江省の舟山市という島に生まれました。1980年に一人っ子政策ができましたが、8歳下
の妹が1人います。今、両親は漁師をやめ飾り物等を販売する店をやっています。
舟山市は舟山群島といって1000あまりの島で構成されており、世界的な漁場となっています。エリアの総面積
2.2万㎢の中で陸の面積は1400㎢、人口は112万人です。言葉は呉語(呉越語)です。2011年には舟山群島区と
いう経済特別区に指定され、今後海洋経済を中心として発展して行くものと思われます。地元で一番有名なのが仏
教名山の普陀山で、観音菩薩の大きな像があり観光客で賑わっています。3年前には本土と島を結ぶ全長50kmの
舟山海峡大橋ができ、大変便利になりました。最近は、たくさんの観光客が利用するようになり渋滞で大変な状況
になっているようです。島の中にはコンテナの輸送基地になっているところもあります。ですので、海は船が通る
ので危ないという認識があり、私は海のそばで育ちましたが泳げません。
1989年に小学校、1996年に中学に入りました。この時の恩師との出会いが私の人生を変えました。2002年に
北京の中国地質大学に入り、初めて島を出ました。専攻は土地試験管理です。そこで主人や優秀な仲間に出会いま
した。大学1年目は遊びすぎて成績が下がってしまい、2年目からは奮起して奨学金をもらうようになりました。
大学卒業後は修士課程に入り、そのまま就職しようと思っていましたが、指導教官が日本への留学を推薦してくれ
たので中国政府奨学金を貰って2007年に日本にきました。今は農業経済学が専門ですので元々の専攻と違ってい
ましたし、日本語も出来ませんでしたので最初の2年間は大人しくしていましたが、修士が修了し余裕が出てから
積極的にコミュニケーションを取るようになりました。茨城県の留学生親善大使、大学の国際文化交流のスタッフ
をしたり、農業生産についても知らなければいけないと思い田植えや、稲刈りの体験もしました。また、流通に興
味があったので太田市場、直売時に話を聞きに行ったりもしました。2010年には大学の同級生と結婚しました。
当初は中国政府の奨学金が切れる2011年で卒業を考えていましたが、筑波大学より米山奨学生の推薦の話をいた
だき、今に至っています。今年は日本語能力試験の1級に合格しました。現在は博士論文や国際学会への論文発表
に励んでいます。2013年3月には博士課程終了予定で、22年間の学生生活も終わりになります。その後は社会人
として活躍したいと思っています。
最後に、私はアップル創業者のスティーブ・ジョブズの「未来を見て点を結ぶことはできない。過去を振り返って
点を結ぶだけだ。だから、いつかどうにかして点は結ばれると信じなければならない」という言葉と、中学の恩師
の「勉強というものは努力してすぐに効果が現れるものではない。ただし、必ずいつか何らかの形で君に役に立
つ」という言葉に惹かれます。今の自分は昔からずっと頑張ってきたことと繋がっているし、今頑張っていること
は必ず将来の自分に繋がっていくと信じて一歩一歩歩いて行きたいと思います。今、皆さんはたくさんの奨学金を
支援してくれていますが、それは必ず将来両国の絆となり、信頼関係、世界平和に繋がっていくと信じています。
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１０月１１日 例会スナップ

ニコニコＢＯＸ 10月11日
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先週土・日、ライラに参加致しました。高校生も含め、50名の若者と震災から学んだ事、又、新しい価
値観や夢について話し、パワーポイントで発表し、競い合い楽しい2日間を過ごさせていただきました。
今週も東雲さんに御世話になりました。決して、オークラさんと何かあったわけではありませんよ。たま
たまです。
手術のテレビ放映で、ちょっとした有名人になってしまいました。でも、テレビの内容は、あまりにも演
出過剰で、私自身見ていて驚きました。つきましては、話半分として理解していただければと思います。
地区大会野球大会は、残念な結果になってしまいました。懺悔のつもりで髪を短くしてきました。朝5時
にグランドに行って、中止の決断をする時、少し身震いをしました。雨男は誰だ！責任を取れ！怒・怒・
怒・・・
周琳さん、卓話ありがとうございました。会員の皆さん米山の特別寄付宜しくお願いします。
東雲さん、プロジェクター有難うございました。
先日の地区の野球大会は、前日来の大雨で中止となりました。正しく涙雨でした。下村さん、大野さんは
準備の為、大変ご苦労されていましたので、落胆も大きかったと思います。これに懲りず、これからも頑
張ってください。
昨日、野堀ガバナーに随行して、本年50周年という水海道RCに行って参りました。当地は私の生まれ
育った地だけに、現会長も直々前会長も、「いとこ」という近い親戚で、他にも古くからの知人、友人も
多く、終始リラックスして公式訪問を終える事が出来ました。野堀ガバナーは、連日の公式訪問でだいぶ
お疲れのようです。体調が心配です。
周琳さん、本日は卓話ありがとうございます。日本と中国が仲良くなって、舟山群島観光に行けると良い
ですね。中国に帰国後は、米山奨学会OBとして、親日活動をして下さい。期待しています。
本日の合計

32,000円

累計金額

535,100円
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出席率報告
本日のお客様
米山奨学生 水戸西RC
周琳様

TSUKUBA GAKUEN ROTARY CLUB DISTRICT 2820 R.I.

１０月11日（木） 例会
会員数

出席数

欠席数

67名

46名

22名

内無断
欠席数
2名

出席
免除
2名

メイク
ゲスト
1名

出席率
72.30％

プログラム予告 １０/11月・地区関係・ローターアクト
10月17日(水)
10月18日(木)

つくば学園RAC10月第2例会
10月第３例会

10月25日(木) 10月第４例会
11月 1日(木) 11月第１例会

11月 4日(日)

「ロータリークラブが求めるアクトについて」
鯨井会計つくば事務所
新入会員卓話「高田稔美会員」
会員誕生祝
オークラアネックス
会員増強例会
オークラホテル

11月移動例会

19:30～
12:30～
12:30～

ローターリー月間に因んで/『未来の夢計画』について
２８２０地区ロータリー財団国際親善奨学生・財団学友委員
土浦RC 鶴田 一郎 様
オークラホテル

12:30～

「ロータリーの森創り」

9:30集合

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

ゆかりの森

クラブ会報・広報委員長：中野 勝

今年は京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞しました。私も同じ
日本人として誇らしく思っているところです。著書によれば、挫折
を繰り返しながら、それを機に新たな道を切り開いていった研究課
程のようで、受賞直後の会見では支えてくれた周囲の方々へ感謝す
る謙虚な姿が印象的でした。その彼の好きな言葉が「人間万事塞翁
が馬」だそうです。小さな出来事に一喜一憂している自分を思うと
人間的にも只々敬服するばかりです。

野堀喜作ガバナー事務所
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

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

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
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ホームページもご覧下さい
http://www.46gama.com/

