
5月9日は、我が大和中ＲＣの創立記念日であり
ます。1978年5月9日、大和市商工会館3階に於い
て、創立総会が開催され、翌6月23日にＲＩの承認を
受けたわけであります。今年が創立39年、来年が
創立40周年にあたり、本日は後程、創立40周年記
念事業実行委員会に卓話をお願いしてあります。
どんな年であったかと振り返えますと、日中平和

友好条約が調印された年、伊豆大島近海地震、宮
城沖地震が発生した年でもあります。キャンディ―
ズの引退コンサートはこの年だったのですね、そして
新東京国際空港の開港がちょうど5月だったわけ
です。流行語は、「江川卓の空白の一日」だそうで
す。今思うと大変懐かしく思います。
さて、2017-18年度青少年交換ホストクラブに当

クラブが指名されたことは、以前にお話し致しまし
たが、この度詳細がわかりましたので、会員の皆様
へお知らせと共に、受け入れのホストファミリーが足
りませんので、是非、ホストファミリーとなっていただ
きたい旨のお願いでございます。

台湾の新竹からいらっしゃいます17歳の男の子、
チェイン・シェン・チュウ君、家族はご両親と3人の
兄弟です。今、大和西校で、審査していただいてお
ります。彼は、ミドルネームをタイガーと言います。私
も昔は、寅と言われておりました。何か他人事とは
思えないように感じます。

人生を変えるような貴重な経験を若者に味わっ
てもらいたい。そんな思いを形にできるのが、「ロー

タリー青年交換」であります。学生たちが新しい文
化や習慣に触れることで、グローバルな理解が芽
生え、平和な土台が築かれます。更にその恩恵は、
学生たちだけでなく、留学生を世話するロータリー
クラブやホストファミリーにも及ぶと思います。特に
海外から留学してくる学生には、クラブとしても学校
との連絡やボランティアの依頼、留学生到着後の
オリエンテーションの実施など、積極的に対応してま
いりたいと思います。
今年度より、地区の助成金の他に第6グループか

らも援助が頂けるようになり、ホストファミリーの負
担軽減に努めてまいりたいと考えております。是非
とも、ホストファミリーに応募していただきたいと思い
ます。
ここで、元ロータリー国際親善奨学生の緒方貞

子氏が2016-17年度ロータリー学友世界奉仕賞が
送られたことをご紹介いたします。皆様もご承知の
通り、緒方貞子氏は、元国連難民高等弁務官であ
ります。
外交官の家族に生まれた緒方氏は、第二次大戦

後、国際関係に関心を抱き、米国ワシントンＤＣのジョー
ジタウン大学大学院へ留学。1951年、日本人として
2人目のロータリー国際親善奨学生となりました。カ
リフォルニア大学バークレー校から博士号を取得後、
日本に帰国した緒方氏は、国際基督教大学と早稲
田大学で教鞭をとりました。その後、1991年に国連
難民弁務官に就任、さらに、国連総会で日本代表、
国連日本政府代表部とユニセフの執行理事会議
長も歴任しました。国連難民弁務官としての10年間、
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【 本日のプログラム 】 5月18日 会員卓話 「ドコモ・ソフトバンク・au新機種の違い」 竹野 国敏 会員
【 次回予告 】 5月25日 第６回クラブ協議会 「次年度へ向けて」 小栁 智裕 会長エレクト

【 第1854例会 】 平成29年5月11日（木） 【 司会SAA 】 岸 幸博 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 苗加 真敬 君
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湾岸戦争、ルワンダと旧ユーゴでの民族紛争、アフ
ガニスタン紛争における難民、そして、旧ソ連から逃
れてきた難民を支援しました。難民問題と国際的な
安全保障に深い関係があることを訴え、その貢献
が高く評価されています。「ロータリー留学生として
留学中、社会奉仕の重要性を学んだだけでなく、
ロータリアンの方々との交流を通じて、見識を広げ、
さまざまな経験ができた」と緒方氏は振り返ってい
ます。そして「超我の奉仕」というロータリーのモットー
に深い感銘を受け、以来これが私の指針となって
きました」とも述べられています。皆さん、是非、青少
年交換留学の素晴らしさをもう一度認識し、我々
のタイガーを立派な虎にするようよろしくお願いい
たします。

①細則の改正について、5月10日までにご意見は
ございませんでした、よって本日の理事会に細則
改定案を上程致します。承認された場合、細則1
7条「改正」に基づいて会員の皆様へ郵送にて
「細則の改正案の予告」を通知させて頂きますの
でご確認ください。

②新入会員の通知ですが、理事会の承認された場
合、通知が届きますので、ご確認ください。

③7/9国際奉仕事業の地引網に対して次年度地区
補助金の交付が決定しました

④【訃報】1994-1995年度の会長を務められた古
木勝治様がご逝去されました、お通夜は15日19
時から大和斎場で執り行われます。

【お祝いの方々】
親睦活動委員会 中村 友彦 委員

会員誕生日 石川 達男 君 5月13日
橋本 日吉 君 5月15日

結婚記念日 辻 彰彦 君 5月13日
創業記念日 藤塚 勝明 君 5月17日

皆出席のお祝い 阿萬 正巳 幹事
皆出席30年 古郡 清 君、藤塚 勝明 君
皆出席7年 小栁 智裕 君、入江 公敏 君
皆出席5年 辻 彰彦 君
皆出席1年 阿萬 正巳 君、富澤 克司 君

橋本 吉宣 君、野口 宏 君
中村 友彦 君

～創立記念日を迎えて～
「創立４０周年記念について」

神作 彰 実行委員長

詳細は下記より
ダウンロード下さい。

https://1drv.ms/u/s!Aoa
sHCt7SKasgTCmy1ZbJxMC2UL3
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委 員 会 報 告

卓 話

幹事報告 阿萬 正巳 幹事

入江 公敏 会長、阿萬 正巳 幹事
①本日は、創立記念日を皆さんでお祝いしましょう。本
日の創立記念日の卓話、神作会員よろしくお願いい
たします。

②皆出席のお祝いありがとうございます。
藤塚 勝明 君
盆と正月が一緒に来たようなお祝いを頂きます。感

謝です。
横澤 創 君

4/29は、40回目の結婚記念日でした。天皇誕生日、
みどりの日、昭和の日の名前は変わりましたが、お陰
様で祝日なので、まだ覚えていられます。
鈴木 洋子 君

皆出席お祝いを受ける会員皆様、おめでとうござい
ます。古郡、藤塚様30年素晴らしい。
富澤 克司 君

一年皆出席のお祝いをありがとうございます。休み
が多いのに本当に頂いていいの。
辻 彰彦 君
今年も結婚記念日を思い出しました。ありがとうご

ざいます。
中村 友彦 君
皆出席のお祝いありがとうございます。

橋本 日吉 君
5/15で満67歳になってしまいました。今まで元気に

いられます事に感謝。健康寿命をのばしロータリーを楽
しんで行きたいと思います。皆さん宜しくお願いします。
石川 達男 君
誕生日をお祝い頂き、ありがとうございます。66歳

になりました。
川名 惠美子 君
石川達男様、橋本日吉様、お誕生日おめでとうござ

います。
新村 千成 君
神作さん、本日の卓話楽しみにしております。

石川 健次 君、北砂 明彦 君
本日の卓話は以前より楽しみにしておりました。

神作 彰 君
本日の卓話よろしくお願いします。

小栁 智裕 君
7年皆出席のお祝いありがとうございます。入会16

年目でいただきました。古郡さん、藤塚さん30年皆出席
おめでとうございます。凄いですね。神作さん卓話楽し
みにしています。

スマイルボックス 小栁 智裕 委員長 本日 \22,000 累計 \６６７，１０３


