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★事務所：神奈川県中郡大磯町国府本郷546大磯プリンスホテル内 TEL：0463-61-1111(木）TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：毎週木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 河本 親秀 会長エレクト 百瀬 恵美子 幹 事 大藤 勉

№６第２３３８回 例 会 平成２７年８月６日

■司会:田中 敏治 ■点鐘：河本 親秀 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・8月13日：お盆休会・8月20日：公式訪問に備えてのクラブ協議会・8月27日：ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問◇プログラム

小林､宮澤､石山､原、◇出席報告 ◇欠席者(6名例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 )

17(15) ９ 60.00％ － － 笹尾､斎藤(正)さん２３３８回

17(15) ７ 46.66％ １ 53.33％ 太田さん２３３６回 ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名)

:◇ゲスト

・平野達雄第8グループガバナー補佐

・栁川 修同ガバナー補佐幹事(平塚西)

・アルウイン・スプリアント米山奨学生

・原貫太バングラデシュ国際協力隊代表

：河本会長よりアルウイン君に8月米山奨学金手交

分奨学金が渡されました。

：封筒の中身は私の命の半分です(笑)。アルウイン君

これがなければ私は日本には居れなかったかも知れ

ません。本当に有り難うございます。

◇会長報告 河本親秀会長

お暑うございます。明治4

2年からの観測史上、7日連

続猛暑日は初めてだそうで

す。熱中症には気を付けて

下さい。

今日は平野ガバナー補佐

の公式訪問です。補佐幹事

の栁川さんもご一緒に来訪

下さいました。宜しくお願い致します。

又バングラデシュ国際協力隊代表の原貫太さんが

出席されています。原さんは8月16日に早稲田大学

の交換留学生としてアメリカカリフォルニア州立大

学チコ校に出発、来年5月まで留学されますので、

お礼とお別れの挨拶に見えました。平野AGが時間を

下さるとの事なので、後ほど10~15分くらいお話し

下さい。

アルウインさんようこそ！

１．大磯RCのリーフレットが完成しました。今まで

ロータリークラブとは？、大磯RCとはという目で見

る、見せるものが無く、これを作るのが念願でした。
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片面の「大磯ロータリークラブの社会貢献」面は先

日の大磯なぎさの祭典時にタオル(500枚)と共に配

りました。もう片面は「大磯ロータリークラブに入

会するとこんないい事があります」です。この基本

デザインは茅ヶ崎RCのものを使わせて貰って、大磯

RCの特長を入れ込みました。

これを会員増強やイベントの時にロータリーの公共

イメージの向上に使いたいと思います。三つ折りに

するのに印刷面のずれの調整をします。

2．クラブ委員会活動計画書が完成しました。これ

も手作りです。外注すると50冊で4万円くらいしま

すが、手作りですと5分の1くらいで出来ます。

この計画書や毎週の会報は総て手作りです。文章

や写真の提供は私がしますが、編集は総て手塚事務

局さんがやっています。ここまでやれる事務局さん

は数少ないと思います。(拍手)

3．例会後モロキニで理事会を行いますので、理事

さんと興味のある方はお集まり下さい。

◇幹事報告 大藤勉幹事

1．ロータリー財団奨学生

募集のお知らせが来ていま

す。A:ロータリーグローバ

ル奨学金とB: ロータリー

地区奨学金です。

2．クラブ委員会計画書：

平塚RC

3．例会変更：平塚、平塚

南、秦野中RC

4．訃報：島津俊美さん(平塚南RC、1995／96年度第

8G分区代理）8月8日通夜、9日告別式(平塚斎場)

5．本の寄贈「日本一の紙問屋を作り上げた田中作

治のチャレンジ人生」＝実業から国際ロータリー会

長へ＝地区ガバナー事務所より

◇委員会報告

☆スマイルボックス 太田知加子さん

今日・平野達雄さん：

は、本日はガバナー公

式訪問前の訪問に伺い

ました。

今日・栁川修さん：

は、ガバナー補佐のお

まけで来ました。よろ

しくお願いします。

平野ガバナー補佐、柳川ガバナ・河本親秀さん：

ー補佐幹事ようこそ。本日はよろしくお願い致しま

す。原貫太さんいよいよアメリカ留学、頑張って下

さい。アルウィンさんようこそ。

平野ガバナー補佐ようこそおい・守屋紀忠さん：

でくださいました。アルウィン、スプリアントさん

原貫太さんようこそ。

平野ガバナー補佐様、柳川ガ・百瀬恵美子さん：

バナー補佐副幹事様、原さんようこそおいで下さい

ました。宜しくお願いします。アルウィンさんたの

しんでね。

平野ガバナー補佐、よろしくご・新宅文雄さん：

指導の程お願い致します。8月15日は何の日？10代

後半から30代の200人で正解率54％という。驚きの

数字です。日本はどうなって行くのかな！

平野ガバナー補佐様、ガバナ・太田知加子さん：

ー補佐副幹事柳川様、アルウィン様、原貫太様

本日のゲストの皆様ようこそお越し下さいました。

平野ガバナー補佐様、柳川ガバ・田中敏治さん：

ナー補佐副幹事様ようこそいらっしゃいませ。宜し

くお願いします。

挨拶と報告

原貫太さん＝バングラ

デシュ国際協力隊代表

8月16日の夜、1年間

の交換留学でアメリカ

へ出発します。出発前

に色々お世話になった

大磯RCの皆様にご挨拶

をと思い参りました。

お時間を頂けると言う

ことなので最近の学生バングラデシュ国際協力隊の

近況報告をさせて頂きます。

活動報告

昨日 で卓話と言うことで活動報告を致しま二宮RC

した。クラブの会員だけでなく二宮在住の方々合わ

せて50~60名の方々が来られ約1時間報告を致しまし

た。小学生からお年寄りの方まで幅の広い方々に報

告だけでなくストリート・チルドレン(以降SC)や自

分自身の将来の事まで話させて頂きました。嬉しか

ったのは小学生10才くらいの子がお父さんと一緒に

来て報告書を買ってくれたり、自分のお金を寄付し

てくれたり、二宮クラブから寄付を頂いたりして、

自分たちの活動が信用を得たのかなと感じ、又同時

に沢山の方々から期待をして頂いている分、自覚し

てしっかり活動して行きたいと思いました。その前

6月に でも活動報告させて頂いて高東京米山友愛RC

い評価を頂く事が出来ました。
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今は主に国内で活動しているのですが、6月12日

が と言う世界デーの一つ「児童労働反対世界デー」

になっています。この日に合わせて早稲田大学で公

開講座＝早稲田大学生だけでなく一般の人達にも参

加頂いた＝を開催しました。時間は90分程でした。

80~90名の方にお越し頂きました。そこでバングラ

デシュにいるSCとスカイプ(インターネット・ビデ

オ)を通じてこちらの大学生と交流するという試み

もしました。その他自分の母校の中学・高校や大妻

女子大学で講演させて頂いたり幅広く足を運んでい

ます。

9月1日から16日まで16日間第3回目となるバング

ラデシュ首都ダッカで援助活動を行います。今回は

前回SCとのカンファレンスによって知った警察とSC

間の紛争関係を現地の大学生や市民と協力して改善

に努めたいと考えています。

今回は私は不在ですが、メンバー5名(内今年入学

の女子学生2名)が渡航して活動を行いますので、是

非帰国後大磯クラブで帰国報告をさせて頂ければと

思います。

アメリカ留学について

アメリカのカリフォルニア州立大学チコ（Chico)

校でInternationalization「国際関係学」を専攻し

て国際協力に対する学びを深めると共に、バングラ

デシュ国際協力隊の裾野をアメリカに広げて行きた

い。アメリカ人大学生とディスカッションしてどの

ように取り組むのかに耳を傾けて裾野を広げて行き

たいと思います。

何故国際関係学を学びたいと考えたか？

今年の3月バングラデシュで1ヶ月間SCと共にいて、

ただただ一緒に時間をつぶしたり、一緒に荷物運び

をしたりして、一人一人がそれぞれの思いを持って

いる事を知りました。ダッカにいる33万人を超える

SC一人一人をどのように援助するかと言うミクロの

問題と共に、何故このようなSCが生まれるのか、世

界のシステムがどうしてこのような社会的弱者を生

み出すのかというマクロの視点からこの問題を見つ

めてみたい。今世界の軍事費の4日分を使うだけで

世界の児童労働をなくせると計算されています。な

ぜSCのような弱者が生まれてしまうのか、マクロの

視点から1年間の留学で学んできたいと思います。

来年5月には日本に帰って来ます。この留学で、

自分の学科のシステム上卒業に5年が必要です。卒

業するまで、この活動に思う存分従事します。卒業

後はフランスの大学院で学びたいと考えています。

フランスの教育システムに感銘を受けた事もありま

すが、国際機関では英語に加えてフランス語も公用

語です。国連やJICAはアフリカの旧フランス植民地

の支援に力を入れると言われています。フランス語

を自分のストロングポイントにするためにもフラン

スの大学院に進学する事を考えています。

昨年5月にこのNGOを立ち上げて、SCのみならず、

こんなにも多くの人々とのふれ合い、関わり合うと

言う事から、自分には数え切れないくらいの責任が

あると思っています。また、今戦争に関わる映画を

沢山見るようにしています。「永遠のゼロ」はじめ

第2次大戦に関わる映画を沢山見ていると、当時の

様々な方達の思いの延長線上に、平和な環境に生き

ている自分たちの責任をしっかり自覚して、日々を

生活して行かなければならいと考えております。こ

れらの責任をしっかり自覚してこれからの1年の留

学で1日1日を大切に過ごして国際協力のプロとなっ

て日本に戻って来れるように精進したいと思います。

9月、後輩がバングラデシュから帰ってきました

ら報告に伺わせて頂きたいと思いますので、ご支援

を宜しくお願い致します。

本日は有り難うございました。

平野達雄ガバナー補佐 公式訪問卓話

本日は27日にあ

りますガバナー公

式訪問の事前訪問

をさせて頂きまし

た。

只今原さんの活

動報告を聞いて素

晴らしいなと思い

ました。又アメリ

への1年間の留学

で良い勉学／仕事

をして下さい。

私は平成6年から20年間保護司をしておりました。

任期満了でホッとしておりましたらガバナー補佐を

命じられました。入会して長いのですが、ロータリ

ーが楽しくて、例会に出席して色んな話をして、美

味しいものを食べて、卓話を聞いて色々教えられた

のですが、余りロータリーについて勉強していなく

て、改めてガバナー補佐（AG)になり昨年10月から6

月まで研修を受けて9ヶ月やっと終わりました。改

めてロータリーは素晴らしい活動をしているなと思

いました。

第8グループでは、7月17日(金)平塚南クラブの公
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式訪問があり、明日は平塚湘南クラブの公式訪問が

あります。その後、平塚西クラブ、大磯クラブと続

きます。

新年度に入って改めてAGの仕事は多いなと感じて

おります。すでに財団セミナー、社会奉仕・国際奉

仕セミナーが終わりました。次に米山セミナーがあ

ります。その他にも色々なセミナーがあり、他に行

事にも呼ばれており、結構忙しい仕事です。立場上

色々勉強させて貰っており、出席を出来るだけしよ

うと思っています。

本年度AG幹事として荒井義光さん、栁川修さんを

お願いしました。

毎月ガバナー事務所でAG会議があります。他のAG

の方々は大体昭和30年代生れ、私は10年初期生まれ

で、皆さんから世話を受けています。AG会議の後、

色々場所を変えて反省会／飲み会をしています。こ

の席では何でも聞けるので非常に勉強になります。

当地区には65クラブあります。AGの皆さんは公式訪

問があるとその様子をメールで知らせてくれます。

それが大変楽しく、且つ勉強になっています。

はすでに田中賢三ガバナー（DG)公式訪問の日程

幹事さん／事務局の方に送られていると思います。

8月27日(木)

10:30~11:00 DGとAG打ち合わせ会議

（10~15分前到着）

11:00~ 会長・幹事、エレクト他参加

（ざっくばらんな話が出来る)

12:30~ 例会点鐘

13:00~ 卓話：PPTを使って卓話

13:40~ 懇談会 （最長15:00まで）

質問／質問者を準備すること

どんな質問でもOK！

RIテーマ:世界へのプレゼントになろう

:RI会長の示したクラブ目標

1．会員増強／維持

2．財団寄付

3．オンラインツールの利用

4．人道的奉仕

5．新世代（IAC、RACのスポンサー)

6．公共イメージの向上

2780地区テーマ:

もっと役に立つ もっと面白いロータリー

ポリオ撲滅最優先：2018年を目標

1．奉仕活動：

・５大奉仕活動

・財団地区補助金／グローバル補助金にチャ レン

ジ(平塚湘南、平塚西が実施)

2．公共イメージの向上

3．寄付の理解：

・R財団年次寄付：@200ドル

・ポリオ撲滅：@40ドル

・ベネファクター：1クラブ1名以上

・米山記念奨学事業：@20,000円

4．会員増強：10％ クラブ幹部の情熱

5．中核的価値観：

・親睦

・高潔性

・多様性

・奉仕・リーダーシップ

各種会合に参加要請：

・国際大会に地区から600人参加が目標

・IMは西クラブがホスト：テーマはRIテー マに同

じ。各クラブで世界に貢献している 事業＝平塚湘

南クラブのフィリピン事業、 平塚西クラブのチェ

ンマイ事業などの発表6．オンラインツールの利用

：オンラインで 目標、実績を報告して下さい

7．高校生の奨学金：各グループの決定で2 年或い

は3年で打ち切ります。

8．青少年交換は9名派遣、9名受入れ、今 年は平

塚南クラブがホスト

会員増強は大変難しいです。元気のあるクラブは

ドンドン増やしています。第9グループ(小田原)一

人で11名も増やしています。是非会員全員で努力し

ましょう！クラブ同士で取り合いになる事は避けた

いですね。

事前質問は是非準備して下さい。

河本会長；

・この後の理事会で公式訪問についての質問につい

て話し合います。型破りのガバナー公式訪問を楽し

みにしております。

・原さん良い話を有り難う。留学から帰られたら是

非話を聞かせて下しさい。

以上


