週 報

2018～2019 年度
ＲＩ会長 バリー・ラシン
ＲＩのテーマ 『インスピレーションになろう』
地区のテーマ 『想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する』ガ バ ナ ー 茂木 正

国際ロータリー
第２５７０地区

［第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、

〔例会場〕狭山東武サロン入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
〒350-1305 狭山市入間川 3-6-14 TEL 04-2954-2511
〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX
所沢(火)、新所沢
04-2952-2366
(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)
http：//www.schuohrc.org
Ｅ－mail：schuohrc@p1.s-cat.ne.jp
会長 清水幸彦
会長ｴﾚｸﾄ 東 美栄
副会長 菊田邦彦
幹事 佐々木 康
日

[ 第 3 グループ内の例会日］ 新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1207 回( 2 月 5 日)
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ

清水幸彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
高田会員 田中会員

記事： Arnold R. Grahl
２０１９－２０年度ＲＩ会長テーマを発表

※出席報告
会員数
32 名

出席者数
28 名

出席率
100 ％

前回修正
88.46 ％

会長の時間

清水 幸彦

例会の記録

会長
まずは、昨日の新狭山
ＲＣの例会にメーキャッ
プして頂いた皆様、あり
がとうございました。
西澤会長からもお礼の
言葉がありましたのでお
伝え致します。
本日はロータリー財団
部門委員長 茂木聡様
にお越しいただいており
ます。何卒宜しくお願い
致します。

さて、今年度も後半に入り、第３グループインターシテ
ィミーティング、新狭山ロータリークラブ様との新春合
同例会を予定通り終了致しました。改めて皆様のご協
力に感謝申し上げます。
第３グループの次年度ガバナー補佐も決まりました。
東年度のクラブ役員、理事及び委員長の人選も決ま
りつつあるようです。
そこで、ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、
次年度に向けてマローニー会長エレクトがテーマを
発表した記事を紹介させて頂きます。

マローニー会長エレクトは、2019－2020 年度の会長テ
ーマ『ロータリーは世界をつなぐ』を発表しました。
「最初の強調事項はロータリーを成長させることです。私
達の奉仕活動やプロジェクトのインパクトを成長させるこ
と。また、最も重要なのは、これからより多くの事を達成
するために、会員を増やすことです。」とマローニー会長
エレクトは述べました。
ロータリーでの経験の中核にあるのは「つながり」である
とマローニー会長エレクトは信じています。
「ロータリーで私達はお互いの違いを超え、深く意義ある
かたちでお互いにつながる事ができます。
ロータリーは、ロータリーがなければ出会うことがなかっ
た人々、職業上の機会、私達の支援を必要とする人達と
のつながりをもたらしてくれます。」とマローニー会長エレ
クト。
さらに、多様な会員からなる会員増強委員会を設立する
ことで、現在クラブに反映されていない地域社会の人達
を特定するようすべてのロータリークラブとローターアクト
クラブに促しました。
また、「ユニークなネットワークを駆使するロータリーを通
じて、私達は人類の素晴らしい多様性とつながり、共通
の目的において末永く続く深い絆を創り出します。世界
がこれまで以上に分断する今日、私たち全員をつなぐの
はロータリーです。」と続けました。
会長エレクトはさらに、忙しい職業人や家族の都合で忙
しい会員にもリーダーの役割を果たしてもらえるよう、
様々な例会の内容や奉仕プロジェクトの機会を提供する
よう促しました。
「ロータリーでの活動と家族との時間が競合せず、互い
に補完し合うような文化をつくっていく必要があります。
これには、現在の文化を変えるための現実的なステップ
を取る事。つまり、期待値を現実的に受け止め、スケジュ
ール作りを熟考し、全てのレベルのロータリー行事に子
供を受け入れる事を意味します。」とマローニー会長エ
レクト。

国連との関係
2019-2020 年度、ロータリーは世界中で会長主催会議を
主催します。この焦点は、国連との関係と、多くのロータ
リー奉仕プロジェクトが支援する国連の持続可能な開発
目標です。詳しい情報は７月に発表されます。
2020 年、国連はその創設と平和の推進という使命に基
づいた活動の 75 周年を迎えます。ロータリーは、国連憲
章につながった 1945 年のサンフランシスコ会議で、相談
役を務めるために米国が招へいした 42 の組織の一つで
した。それから何十年もの間、ロータリーは世界中の人
道的課題に取り組むため、国連と共に活動してきました。
国連は今日ロータリーに対し、非政府組織の相談役に
対して与える中で最高の立場を認めています。
マローニー会長エレクトは次のように述べました。
「ロータリーは、より健康で、平和で、持続可能な世界に
対する国連の継続したコミットメントを共有しています。
また、ロータリーは他の組織には敵わないものを提供し
ます。それはつまり、奉仕と平和という精神の下に世界
中の人々がつながることができ、目標に向かって意義あ
る行動をおこすことのできるロータリーのインフラです。」

本日のお客様紹介
< 菊田邦彦 副会長 >
ロータリー財団部門委員長 茂木聡 様
青少年交換委員会委員長 中島洋志 様
交換留学生 アクセル 様

委員会報告
・親睦活動委員会（若松委員長）
2 月記念日のお祝い
会員誕生
沼崎君
野口君
益子君
小室君
夫人誕生
高田君
結婚記念
宮岡君

卓話

国際ロータリー第２５７０地区

も て ぎ さとし

ロータリー財団部門委員長

茂木 聡 様

いつもご理解とご協力を頂きありがとうございま
す。本来、11 月の「ロータリー財団月間」に各ク
ラブを回らせていただいておりましたが、狭山中
央ＲＣには、柴田プログラム委員長からの強いご
要望で本日伺いました。

「世界でよいこと」を続けていくために
鎌倉、江の島、菅平のスキー
・・・ 色々なところに行って
スゴイ楽しかった！
7 月に日本語検定を受ける
ので勉強します！

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・Ｒ米山記念奨学会 特別寄付感謝状の授与
宮岡宏太郎会員（第 4 回マルチプル）
清水幸彦会員（第 1 回）
・新入会予定者一旦取り消しの報告
・Ｈ30 年度地域歳末たすけあい募金
1 月 11 日 ￥500×32 名=￥16,000 寄付完了報告
・2018-2019 地区大会の案内
・受贈会報 飯能ＲＣ
所沢中央ＲＣ
所沢東ＲＣ
所沢西ＲＣ
所沢ＲＣ
入間南ＲＣ
入間ＲＣ
・回
覧 2019-20 年度ﾛｰﾀﾘｰ手帳申し込み案内
AAR ニュース 1 月号
ﾊｲﾗｲﾄよねやま Vol.226
ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信 1 月号･2 月号のお知らせ
青少年指導者養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「第 13 回
ﾗｲﾗﾃﾞｰ」開催のお知らせ

組織及び目的 国際ロータリーのロータリー財
団は、1917 年、時のＲＩ会長アーチ・クランフが
アトランタでの国際大会において「世界でよいこ
とをしよう」と基金の立ち上げを宣言しました。
これがロータリー財団の始まりです。今年で財団
発足から 102 年目を迎えています。
ロータリー財団は、財団の法人設立定款と細則に
従って、ロータリー財団管理委員会が慈善的、 教
育的目的のためにのみ運営するものとします。
使命 ロータリアンが健康状態を改善し、教育へ
の支援を高め、貧困を救済することを通じて、世
界理解、親善、平和を達成できるようにすること
です。
標語 世界でよいことをしよう
ロータリー財団への寄付

ロータリー財団の支出

ポリオ撲滅のためロータリーが 9650 万ドルを拠出
ポリオ撲滅の実現には資金が必要
ロータリー平和フェローシップ
ロータリー平和フェローシップは、平和及び紛争解決の
分野におけるリーダーを育成・支援するための奨学プロ
グラムです。
ロータリー平和センター卒業者の進路
2002 年以来、ロータリー平和センターは、平和構築の分
野のキャリアを志す 1100 人以上の人材を輩出してきま
した。その多くは国連機関やＮＧＯでリーダーシップを
発揮し、より平和な世界を築くために活躍しています。
補助金

格付け機関がロータリー財団に最高評価

重点分野

2018-2019 年度寄付目標

2570 地区 2018-2019 年度年度
年次基金寄付・補助金サイクル図
ロータリー財団のプログラム
ポリオプラス（ポリオ撲滅）
ロータリー平和フェローシップ
補助金
野生株によるポリオ症例数

アーチ・クランフが残した言葉

私たちは自分のためだけに生きるべきでは
ありません。誰かのために良いことをする喜
びのために生きるべきです。
ロータリー財団部門 茂木聡委員長、お忙しい中お越しいただきありがとうございました。

田端君

高田君
茂木聡様 （ロータリー財団部門委員長）
狭山中央ＲＣの皆様こんにちは。本日
卓話をさせて頂きます。少しでもＲ財
団に興味を持ってい頂ければ幸いです。
中島洋志様（青少年交換委員会委員長）
アクセル共にお世話になります。
清水(幸)君本日はＲ財団部門委員長 茂木聡様、お
忙しい中お越し頂きありがとうござい
ます。卓話宜しくお願い致します。
佐々木君 Ｒ財団部門委員長 茂木聡様、本日はよ
うこそおいで下さました。卓話宜しく
お願い致します。
江原君
Ｒ財団部門委員長 茂木聡様、お忙しい
中おいでくださいましてありがとうご
ざいます。本日の卓話を楽しみにして
おりました。宜しくお願い致します。
浜野君
Ｒ財団部門委員長 茂木聡様、ようこそ
お越しくださいました。本日は宜しく
お願い致します。本日早退します。
寶積君
本年はまだまだ寒さが続きそうです。
インフルエンザの流行にも当面注意が
必要です。本日はＲ財団部門委員長 茂
木聡様、ご多用のところ誠にありがと
うございます。貴重な卓話楽しみにし
ております。
石川君
１月の御祝いありがとうございます。
栗原(憲)君 1 月の妻の誕生祝ありがとうございま
した。
益子君
地区Ｒ財団部門委員長 茂木聡様、本日
は楽しみにしていました。宜しくお願
いします。交換留学生のアクセルさん、
地区 中島様ようこそいらっしゃいま
した。
益子君
誕生日の御祝いありがとうございます。
宮岡君
49 回目の結婚祝いありがとうございま
す。いよいよ来年は金婚式となります
が、これも女房のご指導のお蔭と感謝
しています。
野口君
記念品ありがとうございます。
沼崎君
地区Ｒ財団部門委員長茂木さん、遠路
いらっしゃっていただきありがとうご
ざいます。
沼崎君
誕生祝ありがとうございます。1942 年
2 月 1 日生まれ、喜寿です。皆さん喜
んでください。昔なら数少ない長寿は、
今なら全く普通の単なる老人。まだ元
気です。
柴田君
本日の会合、Ｒ財団部門委員長 茂木聡
様、ご指導宜しくお願いします。

若松君

本日はＲ財団部門 茂木聡委員長、よう
こそ狭山中央ＲＣにお越し頂きありが
とうございます。学びとさせて頂きま
す。
妻の誕生日の御祝いありがとうござい
ます。今月で◯◯才になります。すご
く元気です。
Ｒ財団部門委員長 茂木様、今日は宜し
くお願い致します。

定例理事会（例会終了後）
・3 月、4 月のプログラムについて
・国際奉仕活動支援金について
・ロータリー財団地区補助金について

◆ 次の例会 ◆

2 月 19 日（火）
第二副ＳＡＡ： 渡邉会員 江原会員
外 来 卓 話： 狭山市長
小谷野 剛 様

2 月 26 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）

