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・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘         高橋副高橋副高橋副高橋副会長会長会長会長 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・ロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ンロ ー タ リ ー ソ ン ググググ    

「我等の生業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソングリーダー 工藤 ゆかり会員 

 

 

 

・・・・入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念入 会 記 念 祝祝祝祝    

亀岡 孝会員  H24. 2. 17（3年目） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・結 婚結 婚結 婚結 婚 祝祝祝祝    

    明松 真粧美会員  Ｓ61. 2. 14（29年目）    

 

 

    

・・・・会 長 挨会 長 挨会 長 挨会 長 挨 拶拶拶拶    高橋副会長高橋副会長高橋副会長高橋副会長((((会長代理会長代理会長代理会長代理))))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。昨日より土曜まで所用で札

幌におりますため、欠席させていただきます事を

お詫び申し上げます。今年度に入って、1 度目の

欠席ではないかと思いますので、急遽受けた会長

代行、そして会長という事ですので、お許しをい

ただきたいと思います。 

先週は、3 名のゲストをお招きしての例会で、多

分今頃は、2 名の入会に承認が得られているとい

う状況かと思います。当クラブは、アットホーム

なクラブで仲が良いという評判ですがその他に他

のクラブとの差は、計算しておりませんが 7分区

では、一番在籍会員の平均年齢が若いクラブかと

思いますが、それとは別に今度は、ニューフェー

スの会員に占める割合が一番高いクラブではない

かと思います。3、4年前から比べてみると、すっ

かりメンバーが変わって他のクラブや退会された

当クラブの会員ではどこのクラブか分からないほ

どではないでしょうか？ 

クラブの運営には、色々な意味でバランスが必要

かと思いますが、クラブの特色として新しいタイ

プのクラブになってきているように感じます。会

員増強はお蔭様で、軌道に乗ってきたようです。

私もプレッシャーを感じながら、今期中には何と

か結果を出したいと努力いたしますので、残りの

期間、皆様のお力で、もうひと頑張りといきまし

ょう。来月、3月 7日は東クラブ担当のＩＭです。

これは、全員登録となっておりますし新入会員の

方々も是非出席いただきＩＭの成功にご協力いた

だきますようお願いいたします。 

 

 

 

 



・・・・幹 事 報幹 事 報幹 事 報幹 事 報 告告告告    奈良副幹事（幹事代理）奈良副幹事（幹事代理）奈良副幹事（幹事代理）奈良副幹事（幹事代理）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****    先週、2 月 6 日(金)の『会員増強お客様招待例

会』でゲストとして参加していただきました会

員候補 2名、皆様にＦＡＸにてご案内させてい

ただいております寺口さんと上畑さんが入会予

定となっております。今後も通常例会時に会員

候補ゲストを連れてきていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。 

****    先週土曜日に第 5 回会長幹事会がありました。

5 月に行われます飲酒運転撲滅チャリティーパ

ークゴルフに於いて参加依頼がきております。

詳しい日程等は幹事より皆様に案内が配信さ

れてますので、是非参加の程宜しくお願いいた

します。また、3 月 7 日(土)にはＩＭがありま

す。全員登録となっておりますので欠席で出さ

れているメンバーの方も当日出席できるよう

になりまして時には是非参加をお願いいたし

ます。 

****    来週の例会は献血例会となっております。家族、

友人・知人、会社の従業員の方を是非同伴して

参加していただけると幸いです。当日は 12 時

からイオン昭和店内の「ぷらっと 946」で行い

ますのでお間違えのないよう宜しくお願いい

たします。また、食事は前回と同様に「日本橋」

となります。 

 

・・・・委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

親睦委員会親睦委員会親睦委員会親睦委員会        日向日向日向日向会員会員会員会員よよよよりりりり報告報告報告報告    

・本日のニコニコ献金 

 亀岡  孝会員  入会記念祝として 

 明松真粧美会員  結婚祝として 

 佐藤  了会員  先月、シンガポールに行き

見聞を広げてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム・本日のプログラム    

「「「「    世界理解月間に因んで世界理解月間に因んで世界理解月間に因んで世界理解月間に因んで    」」」」        

                                                        担当担当担当担当    国際国際国際国際社会社会社会社会奉仕奉仕奉仕奉仕委員会委員会委員会委員会    

◆佐藤佐藤佐藤佐藤    了委員長了委員長了委員長了委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、国際社会奉仕委員会・委員長としまして

クラブ活動計画書の重点目標に沿って本日お話

し致します。今月 2月は、国際ロータリークラブ

理解月間です。手続要覧によると「この月間中ク

ラブは、世界平和には理解と親善が必要であると

いうことを強調するようなプログラムや活動を

実施することが求められている」と書かれていま

す。この要覧にある「世界平和に理解と親善」と

いう文言が非常に広すぎて、私個人での能力や行

動力を遥かに超えていることは否めません。そこ

で、当クラブの活動の中に世界平和に繋がる活動

は無いかと考えると、「ロータリー財団を通じた

人道的奉仕の充実」の必修項目に「地元または海

外で、少なくとも一つのロータリー重点分野に関

連する奉仕プロジェクトに参加するとあり 

1. 平和と紛争予防・紛争解決 

2. 疾病予防と治療 

3. 水と衛生 

4. 母子の健康 

5. 基本的教育と識字率向上 

6. 経済と地域社会の発展 

とあり、そのほかの活動項目にはポリオ撲滅の支

援やグローバル補助金、またはパッケージ・グラ

ンドを使ったプロジェクトに参加するなどと書

いてあります、と言ってもプロジェクトに参加と

なると自身、資格もスキルもありません、しかし、

すべてに間接的ではありますが参加できる方法

がありました、それは、財団を通じ活動して頂く

為の資金、すなわちクラブへの寄付です。国内で

も米山財団への寄付もそうですが、国内外のロー

タリークラブを通じ、国内外のロータリアンの英

知をお借りし、今その国や人々のニーズにあった

ことに役立ってもらえるからです。ロータリー関

連資料にも「国際奉仕」は、書物などを読むこと

や通信を通じて、さらには、他国の人々を助ける

ことを目的としたクラブのあらゆる活動やプロ

ジェクトに協力することを通じて、他国の人々と



その文化や習慣、功績、願い、問題に対する認識

を培い、国際理解、親善、平和を推進するために

会員が行う活動からなるとあり、活動の一つと認

識しています。1905 年 2 月 23 日に開催された、

ポール・ハリス他会員と共にシカゴロータリーク

ラブ第 1回例会が創立記念日となり、現在は「世

界理解と平和の日」と呼ばれています。この月、

世界 150 以上の国と地域、530 以上の地区、34000

以上のクラブに於いてさまざまな活動が計画さ

れ、行われるでしょう。さて世界理解月間という

事でロータリー活動の重点計画に「ポリオ撲滅」

があります。私が小さい頃は小児マヒと呼ばれ、

恐ろしかったのを覚えています。ロータリー活動

の中では、天然痘に続いて撲滅される疾病として

「2018 年までにポリオを撲滅する」という計画に

参加推進してきていますが、実態は治安悪化によ

り医師団の入国困難や、交通の便や住民の無関

心・宗教上の問題などすべての子どもたちに予防

接種をする難しさで、何より一番は資金不足です。

国際ロータリーの会員は、これまで 122 カ国、20

億人以上の子どもたちをポリオから守るために、

13 億米ドル（約 1300 億円）以上の資金と無数の

ボランティアの時間を捧げてきていますが、撲滅

までにはさらにポリオプラスへの寄付等が必要

となっています、合わせて「あなたも毎年 100 ド

ル」の標語のもと私もこの後、協力したいと思っ

ています。国際理解という事では、当クラブとの

友好クラブ国際ロータリー第 3590 地区、ＳＡＥ

晋州ＲＣがあります。私も二度ソウル経由と釜山

経由で訪問し友好を重ねています。又、来釧され

た際には釧路南ＲＣ全員でおもてなし、親睦を重

ねております。2014～2015 年度はカン・スンピル

会長、パク・サンジュン総務、尚、韓国では幹事

の呼称はなく総務と呼びます、このお二人のもと

会員数 109 名でスタートしています。国際社会奉

仕委員会重点目標と、当クラブの韓国友好クラブ

委員会と協力して新年度の準備も進めていかな

くてはと考えています。話しは変わりますが、昨

年 5月末に台湾へ行ってきました、台湾といえば

今年度、台北ＲＣ会員のゲイリーＣ・Ｋ・ホァン

氏が国際ロータリー会長に就任しています。台湾

の人口は 2300 万人で首都台北は 261 万人です、

日本人として非常に嬉しいことは、台湾全体で台

北東海ＲＣと台北南山ＲＣの二クラブが日本語

を公用語としてクラブ活動をしているとのこと

です、一度例会に参加してみたいものです。毎月

配布され目を通す、ロータリーの友など、日本・

台湾両国は旅行者も含め数多くのロータリーク

ラブが友好関係を続けていることが分かります

が私自身旅行中ロータリアンですと話す機会が

あり、ロータリーの認知度が高いのは、国際ロー

タリー会長が就任されているからでしょうか、高

雄観光中も含め、台湾は本当に新日家が多いと感

じた次第です。また、9 月には稚内港からコルサ

コフ港へと、サハリンへの船旅を経験しました。

サハリン州の人口 55 万人とのことで、滞在中の

首都ユジノサハリンスクは 18 万くらいとの事で

した。市内観光で遊園地も動物園もスキー場・ジ

ャンプ台もまた、現在日本製紙「クレインズ」と

も戦っているアイスホッケー場も近くにある、広

いガガーリン記念公園に行った時、大きな石碑と

ロータリーマークを背に、立派なメダルを首から

下げた人物の大きな写真が目に入ってきました、

その方のお名前は「宮西 豊」氏と石碑に刻まれ

ておりました。多くの桜を公園に寄贈してユジノ

サハリンスク市長より名誉市民として表彰され

ており現在もその桜並木は、宮西ロードと和名が

付いていました。帰国後、興味があり調べたとこ

ろ、ユジノサハリンスクＲＣ会員として現在も活

動していました。その後何と言うタイミングでし

ょうか、ロータリーの友 14年 11 月号に宮西会員

のことが載っていたのです。港町ホルムスクも含

め、約 70 年前は、日本領だった街も現在は完全

にロシアなんだと、個人的には日本の中古車の多

さ以外は、暗く監視制約の多い、軍地大国の印象

を持ちました。第 2500 地区にも多くのクラブや

台湾やサハリンと友好・姉妹クラブを結び交流し

ております。1 月のシンガポール旅行の珍道中の

話しや地元ＲＣと第 2500 地区との友好クラブ情

報も含め、機会がありましたら卓話でお話したい

と思います。尚、海外で外貨を使うという事はさ

さやかではありますが、国際理解という点の「経

済と地域社会の発展」と「他国の人々を助けるこ

とを目的として」の文言に一致し、国や地域に貢

献できたのではないかという事で、私担当例会、

「世界理解月間に因んで」を締めさせて頂きます。

ご静聴感謝します。 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

・・・・次回次回次回次回のプログラのプログラのプログラのプログラムムムム 

２月２０日（金） 

「 献血例会 」移動例会 

会場 ぷらっと 946 12：00～ 

 担当：職業奉仕委員会 

・・・・点点点点 鐘鐘鐘鐘                                                        高橋副会長 

今週の会報担当：亀岡孝会員 


