
日本昔自動車風景　～一枚の絵はがきから～　　
（文：高井 淳 氏／企画・製作：ノスタルヂ屋）

九州の表玄関と言われる福岡県北九州市は小倉駅（1988年3月に14階建
の高層ビルにリニューアルされました）の風景です。この写真は昭和40
年前後に撮られたものと思われます。後方の白いセダンの群れは客待ちを
するタクシーのようで、その殆どが昭和38年に発売された410型のブ
ルーバードです。駐車場には「マイカー」時代の到来を告げるが如く新
旧・大小多様な自家用車が並びます。

10月は経済と地域社会の発展・米山月間です。
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2019～20年度 国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー 氏

10月24日（第3002回）10月第4例会プログラム .15
●点　鐘 会　長　　　　
●ロータリーソング 四つのテスト
●来賓紹介 会　長
●ビジター紹介 親睦活動委員会
●幹事報告・委員会報告
●会　食
●卓話「人と人がつながるクラブ
　　　　　～土浦の人と大地と響き合う地域交流の場を目指して～」
  ジョイフル本田アスレチッククラブ
  代表取締役社長　安達　幸生様 
●にこにこBOX S.A.A
●出席報告 出席委員会
●点　鐘 会　長
●クラブソング ともに歩もう

ロータリーは
世界をつなぐ



前 週 の 例 会 報 告

国立大学法人 筑波大学
グローバルコモンズ機構 国際交流支援部門 部門長

国際室 東南アジア・台湾地域責任者
生命環境系 准教授

卓話「筑波大学の東南アジア・台湾との
　　　　連携強化によるグローバル人材育成および国際戦略」
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世界の学生流動世界の学生流動
(OECD, “Education at a Glance 2011”)

今後の予想今後の予想:

4.4M (2015)4.4M (2015)→ → 6.0M (2020) 6.0M (2020) → → → 7.7M (2025)

アジア人学生アジア人学生//全世界の学生全世界の学生 → → 57% (2020) 

グローバル人材に対する期待↑

「「地球規模課題の解決に向けた知の創造地球規模課題の解決に向けた知の創造とこれをとこれを牽引するグローバル人材育成牽引するグローバル人材育成」

筑波大学のミッション

貧困の撲滅
水・エネルギー・健康・農業・生物多様性

持続性・グリーン成長戦略と施策・防災

国連提唱グローバル課題
ミレニアム開発目標・持続可能な開発目標

海外で
顕在化

 学生モビリティの飛躍的増大
 アセアン・台湾地域の大学の国際化
 若手人材ネットワークの形成
 教育プログラムの拡大・発展

主体的にグローバル課題を解決する
 グローバルな思考力
 グローバル課題理解力
 専門力
 異文化理解力
 コミュニケーション能力

・ 本大学の学際性・国際性を生かした教育
・ 幅広い学問分野をカバーする幅広い英語による科目の提供
・ 国連大学との連携により国連開発目標達成に向けた人材育成
・ 国際的通用性のあるトランスナショナル学士教育の展開

教育プログラムによる
人材の育成

国内外の組織と連携した
グッドプラクティスの共有

人人人
材材
像

全学生の中で留学生が占める割合留学生数
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第34回 土浦市健康まつり
大学名

年度
受入 派遣

国立台湾大学

国立政治大学

国立成功大学

国立台湾師範大学

国立台北大学

国立清華大学

国立台湾芸術大学

国立台湾科技大学

東呉大学（とうご）

輔仁大学（ほじん）

台湾国籍の学生は 名
受入数は中国（ 名）、韓国（ 名）に次いで第 位、
第 位はベトナム（ 名）第 位はインドネシア（ 名）。

東南アジア諸国連合

○ は 年に 経済共同体を発足した
○ 教育分野でもさまざまなレベルでの統一への動きがある

○ 教育、科学技術、文化を通じ、ＡＳＥＡＮ諸国間の協力を促進することを目的として、 年に発足
○ 加盟国：ＡＳＥＡＮ諸国及び東ティモールの１１か国
○ アセアン域内に、教育研究分野、医学教育分野、農学教育分野等、１９のセンターがある

東南アジア教育大臣機構

高等教育開発センター

○ 傘下のセンターの中で高等教育分野を担当する。
○ 大学・大学院教育における教育研究の質、学年歴、単位互換などに関する調整、情報提供に貢献
○ 学生流動プログラムを実施

––

–– ––

––

10月20日（日）土浦市保健センター・霞ヶ浦医療
センターにおいて、『第34回 土浦市健康まつり』が
開催され、今年も当クラブの医療・介護に従事する
メンバーによる健康相談を行いました。

今回から土浦RCの
バナーと、ロータリー
クラブのパンフレッ
トを設置しました。
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共に支えあう保健・福祉のまちづくり「保健・医療・福祉の連携」

【主催】土浦市健康まつり実行委員会、土浦市
【共催】一般社団法人　土浦市医師会

独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター
【後援】

【お問い合せ】土浦市健康増進課
 土浦市下高津ニ丁目7番27号　☎029-826-3471

土浦市地域医療運営協議会、土浦市歯科医師会、土浦
薬剤師会、茨城県医薬品登録販売者協会土浦支部、土
浦市地区長連合会、土浦市民生委員児童委員協議会
連合会、土浦市高齢者クラブ連合会、土浦市女性団体
連絡協議会、土浦市障害者（児）福祉団体連合会、土浦
市まちづくり市民会議、茨城県土浦保健所、茨城県赤
十字血液センター、土浦市献血推進協議会、土浦市社
会福祉協議会、土浦・つくば地域活動栄養士の会、土
浦市食生活改善推進員協議会、土浦市運動普及推進
員連絡協議会、土浦市シルバーリハビリ体操指導士の
会、茨城県看護協会、土浦ロータリークラブ

霞ヶ浦医療センター発  10：00 11：00 12：20 13：20 14：20 15：20
土浦駅西口  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
（土浦旅行 9：30 10：10 11：10 12：30 13：30 14：30 15：30
サービス前） ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
市民会館前 9：40 10：20 11：20 12：40 13：40 14：40 15：40
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
博物館前 9：45 10：25 11：25 12：45 13：45 14：45 15：45
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
霞ヶ浦医療センター着 9：50 10：30 11：30 12：50 13：50 14：50 

土浦駅西口
（土浦旅行サービス前）

市民会館
バス停前

霞ヶ浦
医療センター博物館前

※土浦駅西口よりまちづくり活性化バス「キララちゃん」（有料）もご利用いただけます。
（土浦年金事務所または霞ヶ浦医療センター下車）

無料送迎バス時刻表
アク
セス

マッ
プ

●土浦市保健センター
●霞ヶ浦医療センター
●土浦市保健センター
●霞ヶ浦医療センター

予約方法：
10月16日（水）8時30分から電話予約開始。
予 約 先：
電話 029－826－3471（土浦市健康増進課）
定員になり次第締切り。

コーナー名 対象者 定員 会場

フッ化物塗布 2歳～就学前までの幼児 100名
土浦市

保健センター
土浦市

保健センター血管年齢測定＆
20歳以上の方 100名

ストレスチェック

要予約コーナー要予約コーナー こちらのコーナーは、事前に予約が必要となります。

蘆医療相談、健康相談、栄養相談　蘆応急救護体験
蘆がん予防啓発　蘆口腔内チェック蘆健康体操　
蘆野菜・手作り品等即売会　蘆手打ちそばの販売　
蘆親子であそぼう（キーホルダーをつくろう）

土浦市保健センター土浦市保健センター

霞ヶ浦医療センター霞ヶ浦医療センター

「霞ヶ浦医療センターの過去、現在、そして未来」 
～健康づくりと医療の役割～

講演者：霞ヶ浦医療センター 特別診療役・名誉院長　西田正人 先生

（キーホルダーをつくろう）

スタンプラリー＆
アンケートに答えて
素敵な賞品をゲット！

スタンプラリー＆
アンケートに答えて
素敵な賞品をゲット！

午前10時～午後3時午前10時～午後3時午前10時～午後3時10月20日跣

★霞ケ浦医療センター駐車場無料開放★
健康まつり10/20開催中は、駐車場を無料開放いたします。
開放時間　8：00～16：00（時間外は有料となります。お気をつけください！）

浦土 市
第34回第34回

おいしいよ！おいしいよ！

　1972年慶應義塾大学医学部卒。筑波大学助教授を経

て、2002年国立霞ヶ浦病院院長、2013年名誉院長。

専門は産婦人科、特に婦人科腫瘍、生殖外科（妊娠能力

の温存・回復・獲得を目指す外科）手術。 

　霞ヶ浦医療センターは昭和16年に海軍病院として設立

され、戦後、国立霞ヶ浦病院として県南地域の医療の中

枢を担ってきました。一時期、医師数が減少し皆様には

大変なご迷惑とご心配をお掛け致しましたが、鈴木現院

長の着任、土浦市の筑波大への寄附講座の開設を契機に

診療機能が回復し、病院の建て替えも決まりました。今

後は市民の健康を守ると共に、3万6千坪という広大な敷

地を利用した“病院を中心としたまちづくり”を考えて

ゆきます。

蘆骨密度＆血糖値測定
　（おおむね20歳以上の方）

蘆食改さんのハッスル中華まん、牛肉たっ
　ぷり時雨煮丼・時雨煮まんの販売

当日、午前10時から
整理券配布により受付
します。
整理券はなくなり次第
配布終了します。

3434

定員320名 蘆シルバーリハビリ体操
蘆握力測定　

夢を語ろう

健康まつり
共に支えあう保健・福祉のまちづくり「保健・医療・福祉の連携」
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格調高く、和やかに　  S.A.A

10月 31日 休会（第５週のため）
11月 7日 理事会⑸、誕生祝、結婚記念祝、入会祝、会長挨拶、「ロータリーの友」紹介  

出 席 報 告

例 会 予 告

会　員 欠　席 出　席 免除・欠席 出席率
58名 22名 36名 2名 64.28％

寄付金報告「米山記念奨学会寄付」寄付金報告「米山記念奨学会寄付」

2019年9月千葉県台風15号災害義捐金　　　10/17　2,000円　　累計60,000円

義援金報告

累計7/1～10/10　1,290,000円

本日の卓話者プロフィール

安達 幸生様

メークアップ

10/15 土浦市障害児（者）育成会 理事会　竹内
10/17 指名委員会　飯山、大槻、大場、小倉、關本、髙橋、竹内、廣瀨（昭）
10/17　名古屋大須RC　鶴田　
10/20 第34回 土浦市健康まつり
 安藤、大槻、小原、金澤、鈴木（敏）、中島（祥）、髙橋、三輪谷
10/20 RLI パートⅡ　竹内

ジョイフル本田 アスレチッククラブ
代表取締役社長

あだち　　ゆきお

卓 席 表 11月～1月
１　卓・・・竹内、髙橋、飯山、關本、沼田（義）、安藤、磯、大内
２　卓・・・石塚、鬼澤、河合、佐藤（昭）、髙田、寺内、中島（賢）、中島（祥）、山本
３　卓・・・臼田、大場、倉持、小網、坂本、鈴木（實）、原田、廣瀬（昭）
４　卓・・・大槻、小倉、小原、金澤、鈴木（敏）、中川、藤田、堀越
５　卓・・・宇田川、佐藤（ぱ）、鈴木（亮）、鶴田、沼尻、萩原、橋本、廣瀨（太）
６　卓・・・飯村、菊池、鈴村、沼田（真）、竹中、平島、藤澤、松浦、渡邊
７　卓・・・円城寺、小野、上村、小坂、説田、高木、長島、三輪谷

昭和60年　筑波大学体育専門学群卒業
昭和61年　㈱ジョイフルアスレティッククラブ入社
平成18年　取締役土浦支配人
平成19年　取締役営業部長
平成23年　取締役管理部長
平成27年　常務取締役
平成28年　代表取締役社長


