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※出席報告
会員数
３０名

出席者数
２８名

出席率
92.59 ％

前回修正
96.29 ％

会長の時間
益子伸明会長
バリー・ラシン氏（ﾊﾞﾊﾏ､ｲｰｽﾄﾅｯｿ
ｰ・ＲＣ所属）2018 年 01 月 14 日
国際ﾛｰﾀﾘｰの次年度会長バリ
ー・ラシン氏（ﾊﾞﾊﾏ､ｲｰｽﾄﾅｯｿｰＲ
Ｃ所属）がﾛｰﾀﾘｰの未来のﾋﾞｼﾞｮﾝについて語り、会員
や地域の人びとへのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとなって、次世代の
ために持続可能な活動を行うよう次期ﾘｰﾀﾞｰに呼びか
けました。
ﾗｼﾝ会長ｴﾚｸﾄは、米国ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで
開催されたﾛｰﾀﾘｰ国際協議会で、
次期地区ｶﾞﾊﾞﾅｰに向けて 2018-19
年度ﾃｰﾏ「ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝになろう」を発表。
「何か大きなことに挑戦しようというｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝをｸﾗ
ﾌﾞやほかのﾛｰﾀﾘｱﾝに与えてください。自分よりも長く
後世にも生き続けるものを生み出すために、行動を起
こす意欲を引き出していただきたいのです」
ﾛｰﾀﾘｰの新しいビジョン声明は次のように謳っていま
す。「私たちﾛｰﾀﾘｱﾝは世界で、地域社会で、そして
自分自身の中で、持続可能な良い変化を生むために
人びとが手を取り合って行動する世界を目指していま
す」。ﾗｼﾝ氏はこのﾋﾞｼﾞｮﾝ声明の意義を強調し、声明
がめざすﾛｰﾀﾘｰを実現するためにﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮
するよう求めました。
ﾋﾞｼﾞｮﾝの実現にはまず組織づくりが必要だとﾗｼﾝ氏は

例会の記録

強調します。「ﾛｰﾀﾘｰは第一に会員制組織です。で
すから奉仕活動を通じてより良い世界を築きたいと願
うなら、まずは会員を大切にしなければなりません」
「変化を生み出そうという意欲を、ｸﾗﾌﾞ会長と地区内ﾛ
ｰﾀﾘｱﾝの心に芽生えさせていただきたいのです。もっ
と何かをしよう、可能性を最大限に発揮しようというや
る気を引き出し、それぞれのやり方で前進できるよう
手助けすることが皆さんの仕事です」
ポリオ撲滅の進展
ﾛｰﾀﾘｱﾝにとってｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝの源の一つはﾎﾟﾘｵ撲
滅活動である、とﾗｼﾝ氏は述べ、過去 30 年間に成し
遂げた顕著な進展に触れました。1988 年には野生型
ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽによって推定 35 万人が身体まひを患って
いましたが、2017 年に報告されたﾎﾟﾘｵ症例数はわず
か 21 件。「今がﾎﾟﾘｵ撲滅活動の正念場」と語り、「新
規症例があるたびに、それが史上最後の症例となる
可能性がある」と述べました。
ただし、最後の症例が報告されても仕事が済んだわ
けではないとﾗｼﾝ氏は強調します。「撲滅認定委員会
がﾎﾟﾘｵ撲滅を正式に認定するまで、すなわち 3 年
間、川や下水、または人の体内からﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽが一切
発見されなくなるまでﾎﾟﾘｵ撲滅活動は終わらないの
です。……それまでは今行っているすべてのことを続
けていかなくてはなりません」。こう述べたﾗｼﾝ氏は、
予防接種活動やｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ（監視）に引き続き力を入
れていくことの重要性を訴えました。
環境の持続可能性を守る
さらにﾗｼﾝ氏は近年、ﾛｰﾀﾘｰが人道的活動における
「持続可能性」を重視していることに触れ、環境汚染
や気候変動という厳しい現実をﾛｰﾀﾘｱﾝが認識すべき
であると述べました。祖国ﾊﾞﾊﾏの土地の 80％が海抜
1ｍ以下であることも指摘。2100 年までに海面が 2ｍ
上昇すると推定されており、「私の祖国は他の多くのｶ
ﾘﾌﾞ海諸島や世界中の沿岸都市や海抜の低い地域と
同様 50 年後にはなくなってしまう」と懸念します。
ﾛｰﾀﾘｰのすべての奉仕活動を、より大きなｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな

ｼｽﾃﾑの一部としてとらえるよう、ﾗｼﾝ氏は呼びかけま
した。これは次期地区ｶﾞﾊﾞﾅｰがｸﾗﾌﾞだけでなく、地域
全体にとってのｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝとなる必要性を意味する
と述べます。「持続可能な活動成果をもたらし、世界
をより良くしたいと私たちは願っています。ﾛｰﾀﾘｰ内
部やﾛｰﾀﾘｱﾝのためだけでなく、世界全体のあらゆる
人たち、あらゆる世代のために私たちにできることが
あるのです」

幹事報告

浜野幹事

・『ＲＩ第 2570 地区高校生向け留学説明会』のご案内
・『2018 年次大会（ﾄﾛﾝﾄ大会）参加旅行募集案内』
・受贈会報 所入間南ＲＣ 入間ＲＣ

｢外来卓話｣･････
第 2570 地区 国際奉仕部門
国際支援委員会
副委員長 新島修一様
『なぜＲＣを好きになったか』
電気屋をやりながら深谷市の JC
に入会した後、RC に入会して世界経済の中の日本
を知るために海外に出ていこうと決めました。多少の
会話は出来るつもりでいましたが、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの姉妹ｸ
ﾗﾌﾞにﾒｲｷｬｯﾌﾟした際に言葉の壁にぶつかって針の
筵に座っている体験をし、英会話を学び始めました。
その後、海外との交流にはまってしまい、海外との姉
妹クラブを図るために深谷ＲＣから独立して深谷ﾉｰｽ
ＲＣを立ち上げました。３年で３カ国４ｸﾗﾌﾞと姉妹提携
を結び、震災の後には福島の白川西ＲＣとも提携して
合計で５つのＲＣとお付き合いをしております。
―海外の RC とお付き合いする中での、ＲＣの国際奉
仕の面白さをお話し頂きました。有難うございました―
深谷ノースＲＣ 関根敬夫様
一年半程前に首のﾍﾙﾆｱを患い、暫
くﾛｰﾀﾘｰを休んでおりましたが、こうして
活動を再開し、他のｸﾗﾌﾞをお伺いして
名刺交換をしたり、様々な楽しい会話
を交わすのが生きがいとなっております。
また、増強委員長をやっておりますので、狭山中央Ｒ
Ｃさんのように女性会員を増やして賑やかなｸﾗﾌﾞにし
ていきたいと思います。
第 2570 地区 国際奉仕部門 国際支援委員会
委員長 田島博夫様 『タイ察報告』
２０１４年度より始まった支援金拠出国への視察も３
回目になりました。ﾐｬﾝﾏｰ共和国（２０１４年１１月）を
皮切りに、ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ（２０１５年１１月）、ﾀｲ王国（２０１７
年１２月）と視てまいりました。
ﾀｲは東南ｱｼﾞｱでは４番目に経済が発展し、2016 年
度では GDP も＄5,902/１人当たり（参考：日本
＄38,882）までとなっており、近隣のﾐｬﾝﾏｰと比較に

はなりません。教育水準もかなり上がってきてはいま
すが、衛生環境の面ではまだまだ遅れが否めません。
今回は深谷ＮＣの姉妹ｸﾗﾌﾞである『ﾀｲ･ｼｰﾛﾑＲＣ』『ﾀ
ｲ･ｼﾝﾌﾞリＲＣ』の二つのｸﾗﾌﾞを通じ、３か所の小学校
の現状を案内して頂きました。
１． Ｗａｔ Ｂｏｄ Ｓｃｈｏｏｌ
児童数 ８９１人、教員 35 名、私立学校で教育環
境はかなり良い。教室には液晶ＴＶﾓﾆﾀｰが設置
されている。
２． Ｗａｔ Ｓａｗａｎｇ Ａｒｏｍ Ｓｃｈｏｏｌ
児童数 １３９人、教員１４名、同じく私立学校であ
るが、衛生環境はあまり良くなかった。（我々が初
めての外国人だったそうです。）
３． Ｕdomarp Ｓｃｈｏｏｌ
児童数 １１７人、教員１２名、経営者はﾛｰﾀﾘｱﾝ、
郊外のｺﾝﾊﾟｸﾄな私立学校で環境も良い方である。
以上、３カ所の小学校の飲料水ろ過装置の設置状況
を視てまいりました。

関根敬夫様（深谷Ｎ） 狭山中央ＲＣの皆様、こんに
ちは。今日初めておじゃまします。宜しくお
願い致します。
小澤久代様 ロータリーには大変お世話になりました。
主人は療養に励んでおります。皆様にはく
れぐれもよろしくとの事です。これからも中央
ＲＣの益々のご発展をお祈り申し上げます。
益子君 深谷ＮＲＣ 新島様、本日の卓話宜しくお願
いします。御同伴の関根様、ようこそいらっ
しゃいました。
浜野君 国際奉仕部門副委員長 新島修一様、深谷
ＮＲＣ関根敬夫様、ようこそいらっしゃいまし
た。本日の卓話楽しみにしていました。宜し
くお願い致します。
江原君 本日の卓話の時間は国際奉仕部門副委員
長でいらっしゃる新島様のお話しをいただ
けるという事です。楽しみにしておりました。
宜しくお願い致します。
菊田君 前回、江原さんのニコニコ読み忘れました。
ごめんなさい。
松浦君 国際奉仕部門副委員長 新島修一様、本日
の卓話宜しくお願い致します。
佐藤君 本日の外来卓話 国際奉仕部門副委員長
新島修一様、ようこそお出で下さいました。
宜しくお願い致します。
田中君 市民相談員のため早退します。
会員誕生
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