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国際ロータリーのテーマ

ロータリーは世界をつなぐ
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７月１６日の例会記録
◆ お客様
2020-21 青少年交換留学生希望者

秋山心虹さん 、お母様
伊沢浩軒君 、 ご両親
◆ 会長あいさつ

飯山英彦会長

皆さんこんばんは、不安定な天気が続きましてお足
元の悪い中ご参会いただきまして誠にありがとうござ
います。
本日は、富永幹事が今年度の奉仕事業の準備でフ
ィリピンに行っております。森年度に申請し、獲得する
ことが決まりました地区補助金、大口枠 2000 ㌦を有
効に使うべく、先方の会長と打ち合わせをしていただ
いているところです。私も金曜日に行く予定になって
おります。2000 ㌦を利用して、水のない高校に水を供
給したいといったところでございます。日本では考えら
れませんが、今でもフィリピンでは、水のない小学校・
中学校・高校がざらにある。高台にある所は、基本的
に水が通っていません！ダムなどの施設がないの
で、水は雨水に頼っている。高温多湿で、基本的には
雨水もタンクに溜めていた分がなくなってしまうとあり
ませんという状況！

どうしているかと言うと、子どもと先生が井戸に水を汲
みに行く、日本では考えられない！井戸に行くには途
中森を通らなくてはならない、森の中には蚊がいます。
日本でも以前話題になりました「デング蚊」、ウィルスを
媒介する蚊、地元の子どもでもこの蚊に刺されますと 1
週間くらい休むといったところですが、日本人で注射を
しないで行くと 1 か月くらい休むようになるので、森に入
らないでと、止められますが、私は注射を打ってでも森
に入ってみたいと思っています。次回森の中に入って
写真が撮れましたら皆さんにお見せしたいと思っており
ます。
本日は秋山心虹さんと伊沢浩軒さんに思いのたけを
聞かせていただければと思います。

セミナーについて

飯山英彦会長

＊奉仕プロジェクト部門セミナーが 7 月 20 日にござい
ます。該当する各部門委員長の皆様にはご参加を
宜しくお願い致します。場所は上尾文化センターで
午後 1 時～です。
8 月になりますと公共イメージ・会員増強部門セミ
ナーもございます。こちらは改めてご案内させてい
ただきます。
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
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皆さんこんばんは、今年度、クラブ活動方針は『みんなでロータリーライフを楽しく』であります。会員相互のコミ
ュニケーションを計り、全員参加型のクラブ活動を目指します。プログラム委員会、出席委員会、親睦委員会、ロ
ータリー情報委員会の各委員会は、クラブの中で最も 適材適処の人選だと思っております。クラブ活性化を計
り、大いに飛躍の年度にしたいと思います。
7 月 14 日に、管理運営部門セミナーがありまして会長と参加してまいりました。
今年度ＲＬＩに、木村さん・二階堂さんが参加される予定です。パート 1 は 8 月 31 日、パートⅡは 11 月 23 日、
パートⅢは 3 月 7 日いずれも埼玉会館で行われます。また、10 月 5 日入会 3 年未満の研修会がございます。当
クラブは 10 名前後いると思います。クラブ研修リーダーとロータリー情報委員会でその前に新しい人がわからな
いような点などコミュニケーションを図り、参加された時に困らないようにしたいと思います
ロータリーの新ビジョンが 2017 年 6 月に新しくなりました。私たちロータリアンは世界で、地域社会で、自分自身
の中で自足可能な良い変化を生むために人々が手を取り合って行動する世界を目指しています。新ビジョンでロ
ータリアンということは行動人である。ロータリーを通じて繋がりが体験の中核となります。繋がりがロータリーを
成長させる。世界を繋ぐことになります。
誰に訴えるかと言うと、ロータリーの事を知らない人、自分には関係ないと思っている人、地域社会に変化をも
たらしたいと思っている人などを誘って下さいとのことです。

委員の山崎です。佐々木委員長が、所用があり、代わ
りに説明させていただきます。例会は会員の皆さんが仲
良くなれるベースで非常に大切なものですので、楽しいも
のにしようということが今年の基本です。メンバーも増え
てきましたので、ロータリーとは何ぞやということも必要と
いうことで、ロータリー月間にはロータリーでやっている活
動のＰＲをしたり、無い時には親睦を中心として皆さんの
顔がわかるよう、一つになれるよう会長を中心にまとまっ
たロータリーライフを楽しく、そして人材育成（交換留学
生）など、世界で活躍できるような素晴らしいロータリーの
発掘をしたいと思っています。宜しくお願い致します。

代読させていただきます。「ロータリーの目的」を
しっかり理解し、達成するためには何をすればよ
いのか改めて考え、行動に移していきたいと考
えます。各委員会の協力を得て、魅力ある例会
であれば出席率の向上に繋がると思います。各
委員会とコミュニケーションを取り、出席率の向
上を心掛けます。

皆様こんばんは、親睦委員会の活動計画を発表させていただきます。委員長は私長谷部です。
委員として小笠原薫子さん、来栖勝幸さん、風間利高さん、丸山幸一さんの 5 人がメンバーになっています。
今回 2019-20 年度国際ロータリーは、マーク・ダニエル・マロニーさんが会長です。会長のテーマは「ロータリー
は世界をつなぐ」となっております。素晴らしいテーマだと思います。それを受けて飯山会長は「みんなでロータリ
ーライフを楽しく」という目標を掲げております。そして親睦委員会といたしましては、クラブを活性化してみんなで
ロータリーライフを楽しく実践するためには会員相互の親睦を図ることは欠かせない！「四つのテスト」を踏まえ
て以下に掲げる委員会活動を楽しく実践します。
・例会時における来訪ロータリアン等、本日も来ていただいていますが、ゲスト（交換留学生など）への対応を
きちんとしていく！
・毎月第 1 例会での誕生祝と結婚祝いの実施していきたい
・各委員会が炉辺会合を実施するのであればサポートしていきたい
・ゴルフ等の親睦会のお手伝い
・移動例会での親睦活動（暑気払い・ガバナー公式訪問・クリスマス・新年・お花見・その他の移動例会）の親
睦活動をしていきたい
毎回会員とその家族が「参加して良かった！」と満足されるよう、あらゆる親睦活動を全力でサポートして行きた
いと思っています。
本日、例会が終わりましたら、親睦委員会を開きたいと思っています。対象になる会員の方にはあらかじめお知
らせしております。例会が終わりましたら２階の応接室をとってありますので委員会活動に参加して下さい

皆様こんばんは、委員長の方針に沿い
ましてご説明させていただきます。ロータリ
ーを理解して情報を共有する事が大事とい
うことをおっしゃっています。
毎月の第一例会時に、ロータリーの友・
ガバナー月信の内容を中心として、タイムリ
ーな情報を提供いたしますとおっしゃってい
ます。
他の委員会と連携を保ちながら、ロータ
リーについて勉強する機会を設けるというこ
とでございます。宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、公共イメージ部門委員長の鈴木でございま
す。宜しくお願い致します。公共イメージ委員会では、ロータリー
のプロジェクトが地域社会にもたらす影響を高めるには効果的
な工法が必要となります。公共イメージ向上委員会は、ロータリ
ーを人々に紹介し、ロータリーの活動に対する理解、評価、支援
を促す広報の企画と実施にあたります。
我々の方針といたしまして、
・ロータリーの評価を高めロータリーの好ましいイメージづくりを
推進する。
・広報活動を通じ会員増強やクラブ活性化にも役立つように
・効果的な公共イメージ向上について検討してより素晴らしいロ
ータリーということを公共の皆さんにもお伝えしていきたいと思
っております。宜しくお願い致します。

皆さんこんばんは、今年度会員増強維持部門委員長を仰せつかいました二階堂です。ここに書いてあることを
見ていただければわかるかと思いますが、一応会員増強１０名ということで目標を立てております。先日ガバナ
ー補佐がいらした時に、会員増強２０名とあまり現実的でないことを言われておりました。１０名でも現実的では
ないと思いますが、高い目標を掲げてやっていきたいと思います。
会員増強維持部門ですので、増強だけではく、退会者も出さないよう退会者０を目指していきたいと思います。
具体的には
１．クラブメンバー全員に増強維持に高い意識を持っていただく
２．各メンバーに紹介していただき、会長・増強委員他、数名で訪問し、入会を勧める。
３．入会してまだ日の浅い会員に対し、推薦者と共に声かけをする。皆さんに馴染んでなく、例会に出にくくなら
ない様、ロータリーの楽しさをわかっていただけるようサポートしていきたいと思っております。
４．退会者を出さない様にするためには大切なことと思っております。
今回会員増強委員長は２回目ですが、前回は４名の増員ということで非常に成績が良いように見えますが、長
谷部さんが会長でやる気でほとんどの方を紹介下しました。それを考えると今回は飯山さんのやる気にかかっ
てくるのではないかと思います。増強は１人でやってもできることではないので、皆さんのご協力を得て一人でも
多くの入会者を増やしたいと思います。宜しくお願い致します。ありがとうございます。

奉仕プロジェクト部門委員長の牛山です。１年間宜しくお願い致します。今日は若い中学生のお二人もお見え
になりまして、わがクラブの例会にお顔を出していただいたこと、大変うれしく思います。またロータリークラブの
内容に関心を示していただいた事にも嬉しく思いました。今日はお二人にもわかるように話したいと思います。
奉仕プロジェクト部門、つまり奉仕ということはロータリークラブの根幹をなすもので、とてもやりがいのある素
晴らしいことだと思います。奉仕してほしいと思う人にいろいろ手を差し伸べると言うことを我々は活動としている
わけです。ロータリークラブ奉仕部門にいるということは我々会員にとってもロータリーに入ってよかったと思え
る事業の一つだと思います。よくロータリーでいうのですが、「出でて学び、出でて奉仕せよ」という言葉がありま
す。「出でて学び～」というのは、ロータリークラブに入って、奉仕の活動の良さを理解して、そしてロータリークラ
ブの外に出て、実際に奉仕を実践しなさいということなのです。「出でて学び、出でて奉仕せよ」ということをロー
タリーの先輩から教わりました。良い言葉だと思います。
奉仕プロジェクトの部門には４つの部門があります。職業奉仕・社会奉仕・青少年奉仕・国際奉仕があります。こ
の４つは今日お出でいただいたお二人にもこれからいろいろとセミナーなど受講されると思いますが多分出てく
る言葉だと思います。それぞれに我々のメンバーが委員長になって活躍してくれると思います。職業奉仕は説
明しにくいのですが、社会奉仕は、私達がこの草加近辺の地域にどのように奉仕しようかという委員会です。青
少年奉仕は今日春日部共栄の若いお二人が見えていますが、若い年代の人たちにどのようにサポートして次
の世代の若者を支援していこうと考える委員会です。国際奉仕というのは、今会長が一生懸命やっています
が、フィリピンマニラのマリキーナイーストＲＣ付近の学校の水給水施設、衛生環境の改善を実行しようと考えて
いる奉仕、奉仕プロジェク４つありますが、各委員長さんが頑張って今年 1 年間の成果を出してくれるのではな
いかと大いに期待しております。奉仕プロジェクト飯山年度の中で皆さんの力を合わせて成功に導いていきたい
と思います。ありがとうございました。

春日部共栄中学校に通っております秋山
心虹（ここ）と申します。私がこの交換留学に
応募しようと思ったきっかけは、たくさんの
色々な文化に触れたいと言うのが、小学校の
頃から気持ちを強く思っていて、例えば日
本人が考える外国人の文化、逆に外国人が考える日本の文化と
いうのが、やはりそれぞれによって考え方は違ってくると思いま
す。私は日本のたくさんの魅力を外国の人たちに伝えていきたい
と思いますし、外国との共通点や逆に違った価値観などを向こうに
行って知りたいことがたくさんあります。
この交換留学は私にとっての人生を変える一つだとも思ってい
ます。留学は費用面も考えると難しいのですが、ロータリーさんが
私に夢と希望を与えてくれたと思っています。今回留学に行けるこ
とができたら、私は色々な文化を知り、色々な人たちとコミュニケー
ションをとって、色々な世界を知りたいと思います。
この交換留学を終えた後は、草加松原ＲＣさんで私のように行
きたいと思っている人たちに夢や希望、留学のことを伝えていきた
いと思います。緊張して皆さんに伝わったかわかりませんが、交換
留学に凄く行きたいと思っているので宜しくお願いします。

僕は春日部共栄中学
校に通う 3 年の伊沢浩
軒です。 突然の事だっ
たので、何も考えてこな
かったのですが、このロータリーの留学に
応募した理由は、海外に興味があって小さ
い頃から海外など色々な所に旅行して、た
くさんのところを見てきましたが、自分は英
語の語源をまだ完璧にできていなくて、今
回の留学を通して英語などの語源に力を
入れ、大学受験などに役立て、海外の大
学に入りたいという気持ちもあり、そのた
めにも、この留学はよい経験になると思う
のと、将来日本と世界の懸け橋になれたら
よいなと思っています。
ありがとうございました。

今後のプログラム
7/30

豊嶋美咲さん帰国報告

レセプション

8/6

誕生祝・結婚祝

レセプション

8/13

休会

７月１６日
金額

ニコニコＢＯＸ

12,000 円

７月１６日
会員総数
4２
出席免除
8
出席適用
34

累計

64,000 円

出 席 報 告
出席
1５
ＭＵ
1
出席率
47.70

飯山 英彦会長 クラブ協議会宜しくお願い致します。秋山心虹さん．秋山真由美さんようこそ
牛山 信康会員 雨続きです。おてんとうさまが顔を出しません。
家庭菜園のミニトマトがなかなか赤くならず子なっています。
大久保雄司会員 期日前投票行って来ました。期日前はお土産付きちょっぴりお得。今回はウェットティッシュ
小笠原薫子会員 7 月にしては寒い日が続きますね。秋山さん、伊沢さん草加松原ＲＣへ、ようこそ！
楽しんでいらして下さい。
勝浦 雅和会員 先週土曜日 7/13 アビリンピック、障がい者の技能競技会がありました。私の教え子も出場し
たのですが、成績は今一つでした。残念です。
加藤 芳隆会員 今年の梅雨は気温が低く、冷害が心配です。夜が寒かったのと、孫と一緒に寝て、寝相が悪か
ったせいか？久しぶりに風を引きました。
木村 博行会員 クラブ協議会宜しくお願いします。明日神宮で野球観戦ですので、晴れてほしいです！
日頃の行いの良い私です。
高橋 昌夫会員 低温と日照不足が深刻です。子ども達もプールに入れなくて不満が溜まっています。
田中 和郎会員 明日から気温が上がりそうですが、梅雨明けは来週になりそうです。
二階堂祐司会員 会社をつぶして 10 年間行方不明になっていた友人からいきなり電話がありました。10 年間
色々あったようです。3 万円貸していたので、早く返してほしいです。
長谷部健一会員 今年の梅雨明けは遅いのでしょうか、本日のクラブ協議会を宜しくお願いします。
山崎 秀美会員 クラブ協議会、楽しく今年度の事業方針を発表して下さい。

