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会長の時間
東 美栄 会長
この世界に戦間期はない
本日のロータリーソングは「4 つ
のテスト」でした。「1 真実かどう
か 2 みんなに公平か 3 好意と
友情を深めるか 4 みんなのた
めになるかどうか」これぞロータ
リーの神髄です。
ロータリークラブは地域社会を
大切にし、各地域のニーズに応
じた支援活動が行われています。
設立当初はともかく現在のロータリークラブは世界最
大の奉仕団体であり、よもや社交クラブではありませ
ん。国際ロータリーとロータリー財団は「6 つの重点分
野」を掲げました。
① 平和構築と紛争予防
② 疾病予防と治療
③ 水と衛生
④ 母子の健康
⑤ 基本的教育と識字率向上
⑥ 地域社会の経済発展
「会長の時間」の中で何度か、重点分野から選んだテ
ーマの話をしました。1227 回（8 月 27 日）の例会では
4 つ目の「母子の健康」にちなんだ「女性の教養が子
供を救う」という内容で話をし、1229 回（9 月 10 日）で
は 3 つ目の「水と衛生」を選び、「水の惑星で水不足」

例会の記録

と題した話をしました。
本日は重点分野の 1 つ目。「平和構築と紛争予防」を
テーマに話をします。本日はここにロータリー財団の
グローバル補助金奨学生・岩瀬風香さんがいます。
岩瀬さんは国際関係を学んでいます。留学予定のオ
スロ大学大学院では重点分野①の「平和構築と紛争
予防」を研究されます。国際関係は各国のパワーによ
って決まる弱肉強食の世界です。国際関係を学ぶ目
的とは何でしょう。それはずばり「戦争を防ぐこと」です。
私は学生時代に国際関係論をかじったことがあります。
エドワード・ハレット・カー（1892-1982）の著した「危機
の二十年」（The Twenty years crisis1919-1939）を読
みました。国際政治学の「古典」と言われるだけに、今
日では通用しないと思われる内容も多いのですが、
現在でも「これを読まずに国際政治を語るな的な本」
のようです。
著書の中でカーは第 1 次大戦の終結から第 2 次大戦
の勃発までの 20 年を論じています「誰もが平和を希
求しているのに、なぜ平和は保てないのか」大戦後わ
ずか 20 年で前回よりはるかに規模の大きい大戦が起
きている経緯をユートピア（理想主義）対リアリズム（現
実主義）の葛藤を交えながら検証しています。二つの
大戦の間を「戦間期」と言いますが、その間でさえ全く
戦争がなかったわけではありません。この世界には戦
争のない時間は一瞬たりとも存在しないのかもしれま
せん。
さて、ロータリークラブは 2 つの世界大戦を経て、国際
平和活動に深く関わるようになりました。「国際連合」と
「ユネスコ」の設立にもロータリアンは大きく関わって
います。ロータリアンが行動することで平和を渇望す
る世界に、確実に影響を与えることができるという証で
す。
私たちが一歩動くことで、世界は一歩平和に近づくと
思うのです。

本日のお客様紹介
< 佐々木康 副会長 >
狭山市長 小谷野剛 様
R 財団グローバル補助金奨学候補生 岩瀬風香 様

幹事報告
< 菊田邦彦 幹事 >
・理事会で 3 月のプログラムが承認
・4 月 26 日(日)開催の「地区研修・協議会」に
ついて
2020-21 年度役員及び委員長の出欠調べ
ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ新狭山 RC の手伝い参加者調べ
・4 月 18 日(土)～19 日(日)開催の「2019-20 年度
地区大会」のご案内と出欠調べ
・ロータリー手帳販売のご案内
・受贈会報
所沢中央ＲＣ
飯能ＲＣ

R 財団グローバル補助金奨学候補生

所沢西ＲＣ
所沢東ＲＣ

・回
覧
ＡＡＲニュース
ハイライトよねやま
飯能ＲＣ・入間ＲＣより例会変更のお知らせ

岩瀬風香さんより近況報告
2019 年 9 月に上智大学総合グローバル学部を卒業し
ました。武力紛争に関心があり、将来は紛争解決に
寄与したいと考えております。
大学院は紛争解決や平和構築の専攻を希望しており、
第一志望はオスロ大学（ノルウェー）で平和紛争学の
コースに進学できたらと思っております。
すでに 11 月には出願を終了し、12 月より順次合否が
発表されております。

卓 話

現在までの結果は以下の通り。
◼ キングスカレッジロンドン（イギリス）
紛争学部 分断された社会の紛争解決
修士課程 合格
◼ ライデン大学（オランダ）
ガバナンス国際情勢学部 国際関係論と外交
修士課程 合格
3 月には
◼ 国際開発研究大学院（スイス）
4 月には第一志望である
◼ オスロ大学（ノルウェー）
の結果が出ます。
その結果をもって進学先を確定しよう思っておりま
す。
留学を実現させるにあたりロータリアンの皆様、学友
の方々から多くのサポートをいただいております。本
当にありがとうございます。
留学まで残り半年間、語学面・学術面を成長させるこ
とに重点をおきながら過ごしていきたいと考えておりま
す。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

狭山市長 小谷野剛様

「これからの狭山」
本日はこのような機会をいただきありがとうございます。
また、日頃より、市政の運営、地域の奉仕活動等にも
ご協力いただきありがとうございます。
本日のテーマは「これからの狭山」ですが、今ま
での“これまでがこれからを決める”ではなく“こ
れからどうあるべきかがこれまでの評価を決める”
ということをふまえてお話ししたいと思います。

＜＜＜ これからの課題 ＞＞＞

若い世代を増やします

10,000 件

楽しめる健康高齢社会を

市政運営をみんなの力で

まちと産業に活力を

四つの基本方針を持って 2 期目の残り 3 年を
全力で頑張って参りますので、引き続きご支
援を頂きますようお願い申し上げます。
是非またこのような機会を頂いて、“市の最
新情報”と“皆様の想い”のベクトルを合わ
せて参りたいと思いますので、どうぞ宜しく
お願い申し上げます。
とても分かり易く軽快な語り口調で、間違いなく【狭山】
を変えていくリーダーのパワーを感じました。小谷野市長、
本日は卓話をありがとうございました。
「これからの狭山」
を宜しくお願いいたします。

東君

狭山市長・小谷野剛さま、ロータリー
財団の岩瀬風香さま、本日はようこそ
いらっしゃいました。
菊田君
小谷野剛狭山市長、御多忙の所出席い
ただきましてありがとうございます。
たのしいお話をよろしくお願いいたし
ます。
江原君
小谷野市長、本日はお忙しいなかお越
しいただきまして本当にありがとうご
ざいます。卓話の時間を楽しみにして
おりました。よろしくお願いいたしま
す。また岩瀬風香様、ようこそおいで
いただきました。私共狭山中央 RC の例
会を楽しんでいただきたいと思います。
浜野君
狭山市長小谷野剛様、ようこそお越し
下さいました。卓話楽しみにしており
ました。宜しくお願い致します。風香
さんいらっしゃい。
寶積君
小谷野市長、御多忙の中ようこそおい
で下さいました。卓話とても楽しみに
しております。
稲見君
小谷野狭山市長、今日はようこそ狭山
中央 RC においでいただきました。御指
導よろしくお願いします。
栗原(憲)君狭山市長小谷野剛様、ようこそおいで
くださいました。
宮岡君
小谷野狭山市長、お忙しいところあり
がとうございます。いろいろ大変でし
ょうが狭山中央 RC も応援しています
ので頑張ってください。
沼﨑君
小谷野市長様、御多忙の所おいで下さ
り有難うございます。狭山の将来、多
いに語っていただきたいと思います。
小幡君
狭山市長小谷野剛様、ようこそ当クラ
ブへおいで頂きありがとうございます。
狭山市発展のガジ取りよろしくお願い
します。
佐々木君 小谷野市長、本日はお忙しい中当クラ

ブへおいでくださりありがとうござい
ます。本日の卓話楽しみにしていまし
た。岩瀬さん、留学準備の忙しい中、
ようこそおいでくださいました。留学
が順調に進むよう応援しています。
柴田君
狭山市長、グローバル候補生岩瀬さん、
私達の例会の為、ようこそおいでいた
だきありがとうございました。卓話宜
しくお願いします。
清水(武)君小谷野市長様、本日の卓話楽しみにし
ています。
田端君
狭山市長小谷野剛様、お忙しい中当ク
ラブにお越し頂き感謝申し上げます。
高田君
妻の誕生日のお祝いありがとうござい
ます。
渡邉君
狭山市長小谷野剛様、狭山中央 RC へお
忙しい中お越し頂き有難うございます。
本日の卓話を楽しみにしております。
どうぞ宜しくお願い致します。
東会長・菊田幹事
「ﾗｲﾗﾃﾞｰｲﾝﾀｰｱｸﾄ次期指導者講習会」に参加
日にち：2 月 11 日（火祝）
場 所：ウエスタ川越

テーマはＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）
。講義とゲーム
形式のワークショップがあり、西武文理や星野学園はじめ
多くの学校の先生・生徒の方々が参加されていました。

◆ 次の例会 ◆

3 月 3 日（火）
第 2 副 SAA：小幡会員 奥富会員
卓
話：新狭山 RC 西澤長次様
定例理事会（例会終了後）
3 月 10 日（火）
第 2 副 SAA：清水(武)会員 清水(幸)会員
会員卓話：田中八束会員
3 月 17 日（火）
例会取り止め（定款 8-1-C）

