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(

7 月 14 日)

柴田譲会長
四つのテスト
若松会員 東会員



出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
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会員数
23 名

出席者数
19 名



出席率
86.36 ％



会長の時間

柴田 譲 会長

【緒方貞子さんについて】
緒方貞子さんのプロフィール
 1927 年 9 月 16 日東京生まれ
 1951 年（24 歳） 聖心女子大学卒業と同時にロ
ータリー財団の奨学生として「ジョージタウン大学
大学院」に留学
 1953 年（26 歳）ジョージタウン大学大学院国際関
係論修士課程修了

例会の記録

1976 年（49 歳）外務省国際連合日本政府代表
部公使
1991 年（64 歳） 第 8 代国連難民高等弁務官就
任（～2000 年）
1994 年（67 歳） 上智大学名誉教授
2003 年 独立行政法人国際協力機構（JICA）理
事長就任（～2012 年）
2019 年 10 月 22 日逝去（享年 92 歳）

「ロータリーの友 1 月号」に、前橋 RC の吉永國光さん
の書かれた記事が掲載されております。その中で、彼
は緒方貞子さんの事を 「現場主義を貫き世界で
救いを待つ人のために生きた人」 と端的にその
生き方を表現されております。
私は、きっと緒方貞子さんもロータリーの「四つのテス
ト」をご存じだったのだろうと思います。
①真実かどうか
②公平であるかどうか
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
（①の真実かどうかは「事実かどうか」に置き換えて解
釈することが妥当と言われております。）
「現場主義」とは、現地に於ける事実確認と現場での
現状把握が当然必要、その上で対策を立てる。
このことは自明の理であり、当人はロータリーの「4 つ
のテスト」をしっかり受け止めて、事業の進め方として
このやり方を果敢に対応していったと考えます。
また、「人間の安全保障」を唱えていたと言われており
ます。国家の安全保障ではなくて「人間の安全保障」
です。なぜなら、国家は自国民を虐殺しているような
場合は、「国の安全保障」では対処できず、「人間の
安全保障」でなければ対処できないとして、国に対し
「人間」を救うための国際的な行動に根拠を与えてい
るとの事です。
残念ながら昨年 10 月に永眠されました。お元気でい
らしたなら、是非お会いしたかったと思っております。

本日のお客様
< 佐々木康 幹事 >
Ｒ財団統括委員長
茂木 聡 様
2020-2022 年度Ｒ財団グローバル補助金奨学生
岩瀬風香 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・8 月のプログラムが理事会で承認
・2023-24 年度ガバナーの推薦依頼について（候
補者を書面で地区に提出）
・2022 年開催予定「規定審議会」に向けて「制定
案」の提出について
・10 月 3 日(土)「第 19 回ロータリー全国囲碁大
会」開催のお知らせ
受贈会報
所沢西ＲＣ
入間ＲＣ
所沢中央ＲＣ
回
覧
医療法人尚寿会グループ「Show 尚」
ハイライトよねやま
例会変更のお知らせ（飯能 RC・新狭山 RC）

・・・クラブ協議会・・・
■役員・委員長就任挨拶■
社会奉仕 江原伸夫
新型コロナウイルスの影響は想定外に拡がっておりま
すので、今後私
達の生活環境
は更に大きく変
化していくでしょ
う。柴田会長は、
こんな時だから
こ そ「 四 つ の テ
スト」を再確認し
ようとおっしゃっ
て お り ま した の
で、その方針を
基に社会奉仕
活動も進めて参りたいと思います。年度計画書に記さ
れております 3 つの項目につきましては、逐次状況の
変化に応じて対応していかなければならないと思って
おります。その際は会員の皆様のご協力を何卒宜しく
お願い致します。

国際奉仕 小島美恵子

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
「ロータリーの友７月号」の紹介
【縦組み】
夢持ち続け日々精進・高田明（P4-8）
【横組み】
ＲＩ会長メッセージ（7-19）
・会員誕生

< 小林奈保絵 委員長 >

喜寿
おめでとうございます！
ますますお元気で！

今年度、国際ロータリー会長のテーマは「ロータリー
は機会の扉を
開く」ということ
です。狭山中央
ロータリークラブ
は今のところ国
際奉仕の行事
はありませんが、
何らかの扉を開
いて何か発見
できるといいな
と思っておりま
すので、皆様ご
協力を宜しくお願い致します。

米山記念奨学会 東美栄

若松泰誼会員
－先週欠席された為本日お祝いをお渡ししました－

「入りて学び、出でて奉仕せよ」 ロータリアン
にとって奉仕
はとても重要
なことです。
しかし昨今は
新型コロナウ
イルスの影響
で「奉仕活動が
できない」とお
嘆きの方も多
いでしょう。奉
仕には種類が 3

つあります。①体施(たいせ)、②物施(ぶっせ)、③
法施（ほっせ）です。
「体施」は文字通り体を使っ
た奉仕。直接現場で行うボランティア行為等です
が、これは今は難しいでしょう。その点、「物施」
は物やお金の寄付です。これならできそうです。
最後の「法施」はロータリークラブ を拡げる行為。
入会の勧誘や活動内容のアピールです。宗教で言
うならば布教活動です。
今年度、私は「米山記念奨学会委員長」です。米
山記念奨学会はみなさんロータリアンからの寄付
で賄われています。
「今すぐできる奉仕」として寄
付をご一考、よろしくお願いいたします！
将来の目標

卓

和平調停を通じて、武力紛争の解決に寄与すること

話

1人でも多くの人が自分の「幸せ」を
実現させられるような社会の実現

Ｒ財団統括委員長

茂木 聡

様

関心分野が平和構築へ

JICAフィールドスタディ
プログラム

国際NGO
Plan International Japan

交換留学

2013

2015
国際協力

転機

2017
武力紛争

平和構築

関心分野が平和構築へ

薮中塾グローバル寺子屋

NPO日本紛争予防センター

皆様には一年間大変お世話になりました。ありがとう
ございました。今後共宜しくお願い致します。
2019

2017

2020-2022 年度Ｒ財団グローバル補助金奨学生

平和構築

岩瀬 風香 様
【留学に向けての抱負】

紛争解決

和平調停

平和・紛争学
留学について

＠オスロ大学（ノルウェー）
➢オスロ国際平和研究所
➢ノルウェーの外交政策
➢北欧のライフスタイル

新型コロナウイルスの影響で、最初の 1 学期はオンラ
インで授業が行われることになり、残念ながらオスロへ
渡航するのは来年の 1 月頃になる予定です。今はそ
の時に第 2 波が来ていない事を祈るばかりです。しか
し、留学の為に準備できる期間が長くなったとポジテ
ィブに捉え、語学や専門分野の勉強を頑張っていき
たいと思っています。

留学先では…

• 専門知識の習得
• コミュニティへの積極的な参加
→ 専門性を高める＋視野を広げる
→ 多様な価値観を受け入れる＋発信する

将来の目標

和平調停を通じて、武力紛争の解決に寄与すること

1人でも多くの人が自分の「幸せ」を
実現させられるような社会の実現

先が見えない状況ではありますが、自分自身ができる
事を精一杯やっていこうと思います。一年間ありがとう
ございました。

クラブより御祝金を贈呈。
今後の岩瀬さんに大いに期待しております。
頑張ってください！

R 財団統括委員長（本庄 RC） 茂木聡様
グローバル補助金奨学生・岩瀬風香さ
んのスポンサークラブとして一年間、
狭山中央 RC の皆様、カウンセラーの柴
田様、大変お世話になりました。あり
がとうございました。
柴田君
この度の例会、地区統括委員長茂木様、
グローバル奨学生岩瀬様、遠路はるば
るようこそお出でくださいました。
佐々木君 ロータリー財団統括委員長茂木聡様、
ロータリー財団グローバル補助金奨学
生岩瀬風香様、本日は当クラブへよう
こそおいでくださいました。コロナ禍
での留学はとても大変だと思いますが、
すばらしい留学となるようお祈りして
います。本日の卓話宜しくお願いしま
す。
江原君
R 財団統括委員長茂木聡様、R 財団グロ
ーバル補助金奨学生岩瀬風香様、よう
こそお越し下さいました。本日のお話
し宜しくお願い致します。
浜野君
R 財団委員会統括委員長茂木聡様、R 財
団グローバル補助金奨学生岩瀬風香様、
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。
小島君
ロータリー財団委員長茂木聡様、グロ
ーバル補助金奨学生岩瀬風香様、よう
こそおいでいただきました。ありがと
うございます。
守屋君
柴田譲殿、再びの会長就任おめでとう
ございます。多（た）とするもので。
東美栄殿、先月迄一年大変心労された
こととお察し申し上げます。コロナ騒
ぎでさぞやりにくかったことでしょう。
ありがとう存じました。
清水(武)君茂木 R 財団委員長、岩瀬さんようこ
そ！
若松君
女房共々誕生祝いをありがとうござい
ました。おかげ様で喜寿を迎える事が
出来ました。闘病中の女房も頑張って
います。本当は二人で飲みながら子供
達にお祝いしてもらいたかったなぁ。

◆ 次の例会 ◆
8 月 11 日（火）
第 2 副 SAA：稲見会員
ガバナ－公式訪問
8 月 18 日（火）
例会取り止め
8 月 25 日（火）
例会取り止め

小林会員

