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【 本日のプログラム 】 2月9日 移動例会 「インターシティミーティング」 レンブラントホテル厚木
【 次回予告 】
2月20日 第5回クラブ協議会 「IMを終えて」 会長、幹事
【 第1980回例会】 令和2年2月6日（木）
【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「我等の生業」
【 ソングリーダー 】 鈴木 洋子 君
【 ゲスト 】 石井 卓 様（厚木県央RC）

【 童謡・唱歌 】

スキー

２ 月 は平 和 と紛
争予防／紛争解決
月間となっておりま
す。これはロータリー
が定める６つの重点
分野であり、国際ロー
タリーが世界の中で、
最も支援を必要と
する人道的奉仕のニーズとして捉えている項目の一
つとなっています。

この分野で私たちができる活動としては、具体的に
は、ロータリー平和フェローシップの候補者を探したり、
紛争の要因（貧困、不平等、民族間の緊張、教育の
欠如など）の解消に取り組むプロジェクトを計画したり、
また理解と平和を推進するため海外のロータリークラ
ブと友好を築き奉仕活動で協力するなどの活動が考
えられます。平和と紛争予防／紛争解決は、確かに
ハードルの高い分野ではありますが、財団のグローバ
ル補助金を活用して、是非、積極的なご検討を戴け
れば幸いに存じます。
もうひとつ、２月と言えば、この23日は私たちロータ
リアンにとって特別な日となっています。1905年２月

今日、紛争や迫害によって住むところを失った人
びとは何百万人もおり、紛争被害者の実に90％が一
般市民で、その半数が子どもだと言われています。ま
た、世界で18歳未満の子ども30万人が少年兵として

23日、創始者・ポール・ハリスは友人３人と最初にロー
タリーの会合を開きました。国際ロータリー（RI）は、こ
の２月23日をロータリー創立記念日と定め、この創
立記念日に合わせて、国際理解、友情、平和へのロー

紛争に巻き込まれているとも言われています。
現在、ロータリーでは、貧困、不平等、民族対立、
教育や機会の欠如といった、争いの温床となる問題
への取り組みのほか、紛争を抑止・仲裁するための

タリーの献身を認識し、強調してほしいと呼び掛けて
います。
また、RIは２月23日の記念日から始まる一週間を
「世界理解と平和週間（２月23日～３月１日）」（Worl

スキル研修や難民支援など、様々な平和活動にも積
極的に取り組んでいます。

d Understanding and Peace Week）とし、世界理解
と平和に関するロータリーの奉仕活動を強調していま

会長の時間 辻 彰彦 会長

会員数

出席者

出席率

32名

20名

68.97%

前々回修正 出席免除
65.52%

4名

1

欠席者 9名(敬称略)
阿萬、原嶋、池澤、入江、石川（達）、岸、新村、
苗加、田井

す。
ところで、RIが最初にこの世界理解週間を決定した
のは、実は1957年のことでした。その時は、ロータリー
の創立記念日（２月23日）とは全く関係ない毎年３月
20日を含む週を「世界理解週間」として設定していま
した。そして1969年には、この日程が９月15日を含
む週に変更になり、1977年にRIは再度、世界理解週
間の日程を変更し、現状の２月23日を含む週を、毎
年特別に記念すべき「世界理解週間」と定めたので
す。
そして、この週間中に各クラブは、世界平和に不可
欠な理解、親善を特に強調したクラブプログラムやそ
の他の活動を行ない、また国際奉仕を中心としたプロ
グラムをもってこの特別週間を遵奉することが推奨さ
れています。今日までロータリーを進化、成長、発展
させてきたのです。
創立記念日を迎えて、改めてポール・ハリスが抱
いたロータリー創立への想いに心を馳せながら、これ
からのロータリーの夢を語り合ってはいかがでしょうか。
今年、日本のロータリーも誕生100年を迎えます。
「私たちのロータリーがこれからどうあるべきか」、
「どうあり得るのか」、「何でもって人々に覚えられたい
のか」について皆で語り合うことは、次の100年に向かっ
てロータリーが進むべき道を探る絶好の機会となるも
のと思います。

大和市生涯学習センターです。

委 員 会 報 告
『ロータリーの友2月号記事紹介』
研修委員会 副委員長 小栁 智裕
1）横組み3ページ/ 今月は115年前ロータリーが誕
生した月です。マローニRI会長がメッセージで世界
中の地域の人々の暮らしを向上させているロータリー
プロジェクトの素晴らしさを紹介しています。地震、
津波、原発事故の福島のことも紹介しています。
2）6～18ページ/ 離島で頑張って活動しているクラ
ブのことが取り上げられています。会員数は少数で
もいろいろな活動をして地域の役にたっていること
が取り上げられています。
3）26ページ/ 「もしもあの時断っていたら」、「財産
は素敵な仲間たち」、「形見分けのピッチングウェッ
ジ」というガバナーの方々のロータリー・モメントが載っ
ています。ロータリーに出会った後の印象には心に
響く、中々考えさせられる言葉があります。読んで
みてください。
4）47ページ/ 縦組み表紙写真になったロータリー
の創始者ポール・ハリスとその親友のシルベスター・
シールのことが説明されています。入会浅い人に
はロータリーの簡単ないきさつがわかります。
5）縦組み62ページ/ 人生を変えた本「バラカ」とい
うことで、今の日本を考えるキッカケになると推奨さ
れています。
6）64ページ/ 「敗戦国日本を救った恩人」としてス
リランカの当時のジャヤワルダナ財務大臣の発言
行動が、紹介されています。氏は慈悲と勇気で敗
戦国日本に独立を許し、賠償を求めることは止め
よう、と言って戦勝国の会議をリードしてくれたこと
が載っています。余り日本では知られていませんが、

米山功労者第６回マルチプル

伊藤 英夫 君

幹事報告 富澤 克司 幹事
①2月ロータリーレート110円となります。
②IM2月9日日曜日 相鉄線12時11分 海老名方
面ホーム先頭部分集合。

本にもなっているようで考えさせられます。
【お祝いの方々】
親睦活動委員会
会員誕生日

③2月26日東京ロータリー12時帝国ホテル現地集
合 現地解散となります。
④大和青年会議所より 話す力 伝える力の後援会
のお誘いがありました。2月18日火曜日 19時～

結婚記念日
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鈴木 洋子 委員
髙橋 清 君

2月12日

池澤 利男 君
入江 公敏 君
田井 崇修 君

2月13日
2月14日
2月18日

竹野 国敏 君

2月14日

い奉仕活動のためのプロセスを大切にしましょう。まず
①地域の奉仕ニーズを的確につかむ。②できるだけ
多くの会員の理解を得る③できるだけ多くの会員の参
加を得汗を流す奉仕活動であること④結果を検証し

卓

話

「社会奉仕について」
地区社会奉仕委員会 委員長 石井 卓 様
本日はお招きいただき
大変ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
20 17年6 月のR I理事
会においてビジョン声明が
承認されました。
私たちロータリアンは行
動人です。世界を、地域社会をよりよく変えたいとい
う願望があります。
ロータリーの奉仕を通じて、有能な、思慮深く」、寛
大な人びとが手を取り合い、行動を起こすためのつな

クラブの活性化につなげる。これらを踏まえて活動を
されている例として横須賀RC、鎌倉RC,藤沢北RC、
綾瀬RC、相模原南RC、大和田園RCの6クラブの社
会奉仕活動を紹介させていただきました。
また、我が２７８０地区では全く前例がありません
が、RCC（ロータリー地域社会共同隊）は1999年より
現在の奉仕のプログラムの1つとしてとしてRIで正式に
認められています。今年度から新しい戦略計画が導
入・実施されます。その４つの優先項目の１つが「参
加者の基盤を広げる」です。RIではロータリー地域社
会共同隊（RCC)を提唱するよう奨励しています。ま
た、RIの標準定款を採用されているクラブの定款には、
RCCとはありませんが、ロータリー地域社会共同隊の
用語は出ています。今年度の地区大会プログラム案
内には国際ロータリーの現況報告として、世界で105
79隊のRCCがあり,日本では49隊RCCがあると記載さ
れています。2760地区では「あいち子供食堂ネットワー
ク」を通じ子供の貧困の連鎖の問題を解決する為に,
RCC活動がよりすばらしい成果をあげています。RCC
に興味を持たれた方は是非調べてみて下さ。
ご清聴ありがとうございました。

がりを築いてゆきましょう。
そこで、 本年度杉岡芳樹ガバナーは「1クラブ1奉
仕プロジェクト」を提唱されています。それにはより良

スマイルボックス

北砂 明彦 委員長

石井 卓 様（厚木県央RC）
卓話に伺いました。拙い話で恐縮ですが、よろしくお
願いします。
辻 彰彦 会長、富澤 克司 幹事、
今日はこの冬一番の寒い一日だそうです。インフルエ
ンザ、コロナウイルスと皆様十分注意しましょう。また本
日は、地区社会奉仕委員会委員長石井様、卓話をよ
ろしくお願いします。
橋本 日吉 君
地区社会奉仕委員長石井様、ようこそお出で頂きま
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本日 ￥9,000

累計 ￥４４１，３００

した。本日の卓話よろしくお願いします。
長野 俊八 君
誕生日のお祝いありがとうございます。
髙橋 清 君
誕生日のお祝いありがとうございます。
竹野 国敏 君
結婚記念のお祝いをいただき、ありがとうございます。
北砂 明彦 君
本日は石井様、ありがとうございます。社会奉仕につ
いての卓話、宜しくお願い致します。

国際ロータリー

URL

https://www.rotary.org/ja

【Facebookページ】
「国際ロータリー第2780地区」
いいねやコメント、シェアなどよろしくお願いします。
【YouTube】
チャンネル名 「第2780地区公共イメージ委員会」
番組名
2780ＮＯＷ
いいねやコメント、シェアなどよろしく
お願いします。
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