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【 本日のプログラム 】 11月22日 会員卓話 「視点」 小栁 智裕 会員
【 次回予告 】 11月29日 卓話 「ハワイとフラの魅力」 中根 麻利 様
【 第1643例会 】 平成24年11月15日（木）
【 司会SAA 】 飯田 豊太 君
【 斉唱 】 「我らの生業」
【 ソングリーダー 】 橋本 吉宣 君
【 ビジター 】 古木 哲夫 様（大和田園RC）

した。地区もやっと我がクラブのレベルに追い付い
一カ月ほど前にガバナー公式訪問例会がありま

てきました。

した。菅原ガバナーの個性的な卓話と、引き続きの

次に「ガバナーは常々クラブが基本と言っていま

クラブ協議会は、皆様、どのような感想をお持ちに

す。しかし、次年度から始まる新地区補助金、グロー

なりましたか。伊藤会員がガバナーから感想を求め

バル補助金について、予算の枠組みに地区直轄事

られた時「３５年間欠かさず公式訪問に出席してきま

業が予算化されているのは、 ガバナーの前言と矛

したが、このような公式訪問は初めてで大変驚い

盾していませんか。」という質問に対しガバナーは素

ています。」と言われました。賛否どちらともとれる感

直に矛盾を認めつつ「１年目なのでクラブからの申

想でしたが、功罪相半ばという所でしょうか。

請が予算に届かない心配があり直轄事業を予算

例会前に１時間ほど懇談をする時間がありました。 化した。２年目以降は、出来るだけクラブからの申
ガバナーに事前に通告しました質問についての回 請事業を優先するように申し伝える。」とのことでし
答はありませんでしたが、意見交換での質疑応答を

た。

お伝えします。

ち なみに 手続き要覧の 地区の 章を開きます と

「RIではクラブにCLPを推奨しています。奉仕プロ

「地区の活動ならびにその組織は、個々のＲＣがロー

ジェクト委員会の設置はその象徴的なものです。し

タリーの綱領（目的）を推進するのを助けることを唯

かし本年度の地区の組織には奉仕Ｐ委員会があり

一の目的とするものであり、個々のＲＣが提供する

ません。そのために地区協議会参加に当たり、当ク

奉仕を減殺することがあってはならない」とあります。

ラブの奉仕Ｐ委員会の中で、行き違いや誤解があ

つまりクラブから申請された妥当性のある事業が、

り苦労した会員がいます」との意見に、「次年度の

地区直轄事業を優先したがために却下されること

地区組織では奉仕Ｐ委員会を設置し、その傘下に

はあってはならないことです。

社会奉仕、国際奉仕を置くことになる」との回答で

さて、本日は次年度の奉仕事業についてのフォー

修正
40名

32名

84.21%

89.47%

7名
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原嶋、神作、北島、小栁、中西、竹内

ラムです。次年度の事業について前記の補助金申
請の締め切りが１２月１５日となっているため、前倒し
『R財団と奉仕プロジェクト』

で準備を進めていかなければなりません。年次総

～次年度の計画について～

会も終わらない時点で違和感をおもちの方もいらっ
しゃると思いますが、クラブの事業として、会員の皆

岸 幸博 会長エレクト

さんの合意形成をするためにも是非活発な討論を

今日は「未来の夢計画」

お願い致します。
そして、我がクラブの事業がくれぐれも却下され

と、次年度の奉仕プロジェ

ることがないよう、クラブの地区関係者におかれま

クト に ついて話をさせて頂

しては御配慮をお願い致します。

きます。1965年にMG（マッ
チング.グランド）が始まり3
5年間の2000年までは1万件でしたが、2000年～2

①地区よりオリンピック招致のパンフレットとピンが

004年の4年間で1万件、2004年の申請が1万件と

届いております。

多くなりMG 1件の事務経費が1700ドルと言うこ

②2015～16年度ガバナーノミニー候補として田中

とで2005年からRIとTRFは未来の夢計画の検討

賢三氏（茅ヶ崎RC）が指名されました。

を始めました。2012年度は新地区補助金として計

第5回理事会（審議事項）

画年度、2013年から新地区補助金の実施年度で

①10月までの予算の執行状況について承認。

す。次年度計画の申請締切りは12月15日ですの

②細則一部変更に関する書類を郵送致しました。

で早めに計画をしています。今年度実施した松風

（協議事項）
①リノベーション35について承認。

園の皆さんと行った地引網と、ペルーの未就学児

②夜間例会（10月25日）収支、承認。

童への日本語教育です。この件については中島副
幹事より説明させて頂きます。
中島 康次郎 副幹事

お祝いの方々

副幹事の中島です。ここでは、次年度からの新

親睦活動委員会

橋本 吉宣

委員

配偶者誕生日 梅野 義信 様

11月21日

結婚記念日

山崎 賢二 君

11月18日

橋本 日吉 君

11月21日

地区補助金に関わる提案の件で ございます。未
だ案でございますし調整の段階はありますが、皆
様方に進捗としてご報告させていただきます。未来
の夢計画の為の新地区補助金を受ける事は同時
に単年度では無く、目安とする3年が、過ぎてもそ
の事業の効果検証が求められるようになります。
またその満たされるべき条件の中に、当クラブの全
会員が関わり、汗する事が必要とあります。 岸会
長エレクトからの意向をもとに、いろいろ模索する
中で、ごく近くの環境の 中で、大和ならではの問
題に注視しました。
大和市では以前からTMO構想だけではありませ
んが、「異文化の交差点」とかで外国人が多い事
が、話題にされ取りげられておりました。
しかしながら現時点では外国人に関わる様々な

2

問題あり、残念ながら青少年の犯罪にもつながっ

は日本語は話せますが、字が書けないということ

ておる現状があります。

です。字が書けないので学校の勉強についていけ

そこで、大和市には昨年度まで引田会員が会長

ず、義務教育もやめてしまい、職業に就けず、犯罪

をされていた国際化協会があり ますので、先ずは

につながっていくと分析をしております。この問題

そこで話を聞く事から始めました。

を何とかしなければと思っておりますが、財源がな

ご紹介して頂いたEdベンチャーさん、Ajape( ア

く、何をすべきかも分からない状況です。各ボラン

ハペ )の事務局の方に直接お話を伺い、今回の提

ティアが独自に活動をされており、補助金の申請

案趣旨をお話しして何が現状で必要かを伺いまし

が上がったところを、わずかでありますが補助金を

た。

出しております。

何がロータリアンに求められているのか、ロータリ

今回の日本語教育は長期的な援助が必要であ

アンとしてどこまで出来るのか？。

ると思います。単年度では終えず、続けていくこと

岸エレクトに提案し、何人かの会員にもご意見を

を考えて頂ければと思います。

頂きました。 引田さんからは兎に角目標として「事
業を重ねる事で子供たちが育って、日本を好きに

髙橋 政勝 会員

なって欲しい」でした。やはり活動する中で子供た

日本語教室は大和市で3、4段階で行っており、

ちの笑顔に会える幸せが一番と私も信じておりま

社会福祉協議会でも毎年助成金を出しております。

す。

今回、未就学児童を中心に行うのであれば、3

さて、目指す事業として活動も外国に行く訳でな

～4年続けて支援しなければ意味がないと思いま

いのは勿論ですが、クラブの至近に在り、会員全て

す。地区から補助金がもらえるかが問題です。

が関わりを持ちやす事、 会員の夫々の職業や活

昨年、国際奉仕を担当したので日本語教室につ

動を通してロータリアンだから実施出来る事、例え

いて調べたところ、実際に行っている方々はお金は

ば （あくまでも例えばですが、 ）日本語教育を実

あまり掛からないとおしゃっており、長期的な支援

施するためにウィンドーズ８やIPADミニではありま

が必要であります。

せんが子供が簡単に触っ て日本語習得しやすい

尚、NPOでは日本語教室の組織は出来ています。

ものを開発して頂くとか、母子の医療相談をして頂
くとか、交通安全教室や、子供たちの送迎とか、活

岸 幸博 会長エレクト

動ス ペースの提供とか、子供たちの笑顔のため

地区では3～4年続けて行うようにと指導があり

にあげたらきりが有りませんが、先ずは可能性のあ

ますが、補助金は単年度しか出ません。しかし、相

る枠の中で、すすめて参りたいと存じます。是非皆

手方から続けて支援して頂きたいと、単年度では

様のアドバイス、お力添えをお願いして終わります。

お受けしずらいと言われています。
それから、来年は組織を作り上げて、民間の方が

【質疑応答】

続けていけるように橋渡しが出来ればと考えてい

引田 俊一 会員

ます。

前年度国際化協会の会長をさせて頂きましたが、
国際化協会としましては特定の事業に力を入れる

中島 康次郎 副幹事

とかはありません。

今回の目的はハード的なもの提供を考えており

大和には東シナの難民定住センターが設けられ

ます。子ども達が操作しやすいものを、現在では安

ていまして、終了した後も20年位住まわれていて、２

価で手に入るようになったので、システムと一緒に

世、３世となられています。2世、３世の方の問題点

提供できればと思います。
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上田 利久 会員

引田 俊一 会員

全てのお子さんに言えますが、IT化が進み過ぎ

大和市に6、7千人の外国人の方がいますが、学

ており、今の時代必要なのは、昔ながらの絵本や

歴の高い方が多いようで、IT化も進んでおります

紙芝居など肉声的なことから、お子さんに優しさを

ので、カルタ、百人一首等の教材を使用したり、人

伝えていき、心を育てていくことではないでしょうか。

との触れ合いを大切にすることが良いと思います。

前頭葉は優しさや感情が育つところですが、テ
レビゲーム等に没頭し過ぎると、育たなくなります。

中島 康次郎 副幹事

人との触れ合いを大切にして頂きたいです。

この事業を始めるには、3年間の継続と検証が
必要だと考えております。それから、一番大事なこ

辻 彰彦 会員

とは、クラブの多くの方が関与し、汗を流し参加す

現在、学校の理事長をしている関係で、路上で

ることが最低の条件ではないかと思います。

紙芝居をしている方を知っており、皆様にご紹介し
本日の内容は下記よりダウンロード下さい。

たいと思いました。

http://sdrv.ms/TLPeqj

それから、ipadの提供が悪いと言うのではなく、
操作を覚えることも必要ですが、子供には人と人
の触れ合いも大事だと思います。ロータリーとして
は中長期的な支援が良いと思います。

スマイルボックス

岸 幸博

委員長

本日 \8,000 累計 \369,670

古木 哲夫 様（大和田園RC）
久し振りにお世話になります。
横澤 創 会長・入江 公敏 幹事
最近、企業の業績悪化が報じられています。し
かし、スマイルは増収、増益で頑張りましょう。さて、
本日はR財団と奉仕プロジェクトのクラブフォーラ
ムです。来年度の奉仕計画も進捗が聞けそうで
す。どうぞ宜しくお願い致します。
岸 幸博 君
今日はフォーラム担当です。宜しくお願いしま
す。
引田 俊一 君
ロータリーモメントに手記を書いた引田です。
最近、欠席が続きましたが、会長の言われた様に、
先ず出席して頑張ります。

山崎 賢二 君
結婚記念日のお祝いをありがとうございます。
今年の夏、女房がシュノーケリングを教えて欲し
いとのことでしたので、伊豆へ一泊で行きました。
ホテルでサインをする際、女房の名前を書き、続
柄を「妻」とするべき処、何故か「妾」と書いて怒
られました。
橋本 日吉 君
結婚33年目を、何とか迎える事が出来ました。
今日帰って、今まで言った事のない感謝の「リッ
プサービス」をしたいと思います。
阿萬 正巳 君
結婚記念日のお祝い、ありがとうございます。
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