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例会報告   Vol.４７ No.１８（No.2220） １１月１８日（水）晴れ  (司会 斎藤広巳委員長） 

本例会での主な事項 

☆会長挨拶    ☆外部卓話  七尾友美子様 

 

ビ ジ タ ー 

２００８－２００９年度 国際親善奨学生 七尾友美子様 

 

諸 報 告 

社会奉仕委員会 石塚利明委員長 

１１月１６日（月）無事につくばみらい市谷和原地区グランドゴルフ大会無事終了しました。有難うございま

した。 

         

 

親睦活動委員会 山野井周一委員長 

１２月１２日（土）忘年会の出欠表を回します。ご記入の程宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告  武藤康之幹事 

週報受理クラブ なし 

例会変更通知 なし 

 

会 長 挨 拶  田上秀雄会長 

皆さん、こんにちは。 

本日は国際親善奨学生として１年間イギリスに留学されておりました、七尾友美子さんに後ほど卓話をし

ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 来月の師走を控え皆様も何かと忙しい日々をお送りの事と思います。 

さて、先日はわずかな滞在期間ではありましたが、アメリカのオバマ大統領が来日しました。鳩山首相は

日米首脳会談で『日本外交にとって日米同盟が全ての礎である』とし、『日米同盟をさらに進化・発展させ
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建設的で未来志向の新たな日米同盟をつくりあげていきたい』と提案しまし

た。 

これに対しオバマ大統領も『日米は対等なパートナーであり、その関係は今後

も継続する』とし『同盟関係が強固なものであること、さらに強いものになること

は間違いない』と述べました。一方、懸案の沖縄の米軍普天間基地の移設問

題では、鳩山首相は前政権の日米合意は重く受け止めているが、総選挙期

間中に県外・国外移設に言及したことを説明しました。それに対し『積極的に

努力する』と語りました。 

また、両首脳は２０５０年までに温暖化ガスの排出量の８０％削減を目指すことで合意しました。 

その後オバマ大統領はシンガポールで開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）に出席するため

日本をあとにしました。 

慌ただしい来日でしたが、新しいアメリカと新しい日本の将来に向けて少しでも良い方向に舵取りができ

ればと国民の誰もが願っていることでしょう。 

私達も微力ながら、ロータリークラブの会員としての活動を通し、住みよい社会になるよう、お手伝いをし

ていきたいと思います。 

 

外 部 卓 話   ２００８－２００９年度 国際親善奨学生 七尾友美子様 

はじめに、英国での一年間の留学をサポートしてくださったロータリー財団、スポ

ンサークラブ、ホストクラブに深く感謝申し上げたいと思います。この経験は、私

の人生にとってかけがえのないものとなるでしょう。ロータリーの活動を通じて、た

くさんのすばらしい出会いに恵まれました。また、独特の文化を持つウェールズ

の地域社会と交わる機会を与えていただいたことに、深く感謝申し上げます。ウ

ェールズの人々は、その穏やかな気候のように本当にやさしくフレンドリーで、そ

のような環境に包まれて過ごすことができたのは、本当に幸運なことでした。短い

間でしたが、ウェールズの人々と一緒になって、ウェールズのラグビーチームを

応援しながらウェールズのビールを飲み、ウェールズの国家を歌い、ウェールズの地域社会の一員とな

れたことが本当にうれしかったです。 

1. カーディフ法科大学院での勉強について 

  LLM in Commercial Law（商事法における法学修士）コースに

在籍し、国際商取引法、知的財産、競争法、商事法務について

学びました。この科目を選択した理由は、この法科大学院での留

学の中心テーマが知的財産法であり、その理解に必要な周辺法

等も合わせて学ぶためです。授業は、週 1 時間のレクチャーと、

ディスカッション中心の週2時間のセミナーが交互に行われました。

膨大な文献を読み込んでセミナーでディスカッションし、頻繁に課

される論文をこなしていったことで関連法の仕組みと適用の実際

を理解することができました。さらに、

それら周辺法における学術上の論点や実務における問題点について分

析し議論することができるようになりました。これら４つの科目の履修で得

たことをすべて生かして、知的財産に関する修士論文を書きました。テー

マは高級ブランド品の商標権を侵害する模倣品に対して、EU と日本が

打ち出している新たな法的取り組みが、複雑な流通経路を持つ高級ブラ

ンド品の模倣品に対して有効に機能するかどうかについて検証しました。
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このテーマを選んだ理由は、私がモード誌の編集者として働いていた際に高級婦人服を含む高級品市

場について常日頃取材をしていたために知識があり、高級ブランド品の模倣品による深刻な被害状況を

目の当たりにしていたため、問題意識を持っていたからです。 

２. 国際親善奨学生としての活動内容 

 とくに意識して日本的なパフォーマンスをしようというよりは、むしろ、自分らしく、自分の視点から見た日

本を紹介するよう努めていました。ウェールズのロータリークラブを訪問していると、必ず日本と仕事など

で係わったり、来日経験のあるロータリアンが複数いらっしゃいました。その方たちに日本に関する思い

出を教えていただくのがとてもうれしかったです。多くの方の日本に対するイメージは「ハイテク」と「自動

車」が主でしたので、私は機械関係が大の苦手で、デジカメはこの留学が決まって人生で初めて購入し

たと言うととても驚かれました。イギリス人が抱く日本についてのイメージがかなり偏っていることも実感さ

れました。たびたび、「日本人は毎日寿司を食べているのか」「日本には牛や羊はいないんじゃないの

か」「日本ではチーズは食べないだろう」と聞かれ、日本ではフランス料理やイタリア料理も人気があると

答えるとそれにも驚かれました。日本での生活が多様化しており、文化面においても、イギリスで流行して

いるものはたいてい日本でも流行している、ということが思った以上にイギリスでは知られていないことに、

私も驚かされました。私の日本についてのプレゼンテーションによって、日本は新しいことも伝統的なこと

もうまく取り入れて多くの選択肢の中で生活をしているから、いまやステレオタイプで語ることはできないし、

日本とイギリスがグローバル化の中である程度同じものを共有している、ということが伝わっていればよい

と思います。 

 私は着物が好きなので、ロータリーの行事にもたびたび着物を着て出席していまし

た。着物や伝統衣装に関する質問に答えたり、着物のめずらしさから喜ばれたりする

のはとてもうれしかったです。そうしているうちに、あるロータリアンから、個人的に主催

している音楽会に大事な貴賓が来るので、着物を着てぜひ出席してほしい、とリクエ

ストを受けたのはとても光栄でした。ロータリーに関する行事は、ロータリアンの奥様た

ちの組織「インナーウィール」でプレゼンテーションを行うなどの交流も含まれました。

ロータリアンの奥様たちとは普段ロータリーの枠を超えた友人としてのお付き合いもさ

せていただき、留学期間を通してずっと励ましていただきました。このように、地域に

深く溶け込むことができたのは、やはりロータリー奨学生としてロータリークラブのサポ

ートがあったからこそ、と思います。 

３. ロータリーとの今後の関わり合い方について 

  スポンサークラブ、ロータリー財団、ホストクラブとの縁を今後も大事にして、自分の経験をロータリーを

通じてつながるさまざまな方々と共有したり、経験談を交換したり、私にできる形で親交を続けてゆくこと

ができればよいと思っています。 

 
出 席 報 告 （福田克比古委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 
５３名 ４７名 ６名 ０名 ６名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス 瀬戸隆海委員長              入金計 ￥42,000   累計 ￥983,000  

穂戸田さん、健康回復おめでとうございます。  田上会員 

穂戸田君、お待ちしていました。  武藤会員 

１２月１２日、忘年会出席宜しくお願い致します。   山野井会員 

少しラッキーなことがありました。  白井会員 

皆様、お久し振りです。７月に心臓の緊急手術を受け、ずっと欠席が続いていましたが、本日久し振りに
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例会に出席出来ました。皆様方のお顔を見ることができ、本当に良かったです！  穂戸田会員 

穂戸田委員長、お久し振りです。お体に気をつけてこれからも宜しくお願いします。  倉持会員 

運転免許証、またゴールドでした。  染谷（正）会員 

週報につたない写真を載せて頂き、有難うございました。  石塚（克）会員 

七尾さん、ようこそ！卓話宜しくお願いします。  北村（英）会員 

七尾さん、一年間お疲れ様でした。  瀬戸会員 

グランドゴルフ谷和原大会が無事終了しました。ご協力いただきました会員の皆様、有難うございました。 

石塚（利）会員 

孫が所属する茗渓学園高等学校ラグビー部が、茨城県大会で優勝し、花園で開催される全国大会に出

場することが決まりました。  皆葉会員 

例会欠席します。   染谷（秀）会員 

例会欠席しました。  草間・下村・横山・山牟田  各会員 

先週風邪で欠席しました。皆様も体調にはお気をつけてください。  鈴木（勝）会員 

インフォーマルミーティング、皆様にはご苦労様でした。北村パスト有難うございました。  長塚会員 

 

 

会報委員会   染谷正美委員長   秋田政夫副委員長   上 野  博委員 

 

 イトウ製菓・茨城空港 平成２１年１１月２６日（木） 

 

 



１２月は家族月間です 
THE WEEKLY REPORT 

 6 

    

  

   

 

 

暖かくとても良いお天気の中での職場訪問でした。 

皆様、お疲れ様でした。 


