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皆様 こんにちは。先週
の２月２日に大竹会員と関
根会員のお祝いに付きまし
ては発起人の林会員、内海
会員、中村会員の先輩方に
お骨折りを頂き盛大に開催
されました。どうもありがとうございました。
先週の金曜日に、北陸新幹線試乗会に参加して
大宮より金沢まで一般営業前の長野～金沢間を旅
してきました。
もちろん筑波会員のご好意で大宮西 RC を代表し
て行ってまいりました。会長の役得と言う事でお
許しください。
昨年も新型車両の試乗会と言う事で内山直前会
長他数名の方がご招待されたと聞いております。
昨年は、例の大雪と重なり大変苦労されたお話を
お聞きしましたが今年は関東地方は晴天、長野～
新潟にかけての山沿いはやや雪、北陸は曇り模様
と概ね想定内のお天気で快調に片道およそ２時間
の車内を楽しんでまいりました。
少しはその恩を返せねばと言う事で北陸新幹線
のご案内を少々させて頂きます。開通は３月１４
日です。
従 来よ り 営 業し て お り ます 長 野 ま での 「 あさ
ま」に加え速達タイプの「かがやき」と停車タイ
プの「はくたか」そして富山金沢間を走る「つる
ぎ」の３タイプが誕生するようです。速達タイプ
のかがやきは、大宮を出ますと長野・富山しか止
まらず金沢までおよそ２時間で連れてってくれます。
一番列車は３月１４日、大宮駅は６時４２分発の
「かがやき５０１号」です。
乗り心地はすこぶる良く、最高速度260Kmでも振
動やスピード等は一切感じず快適そのもので安心し
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て乗れます。
車内で配られたお弁当は、グランクラスと言う
グリーン車の上を行く車両で提供される予定の御
弁当で大変美味しく頂きました。
そして帰りには記念グラスと昼寝も付いていた
贅沢な試乗会でした。
筑波会員、お世話になり有難うございました。
本日の例会は、研修委員会担当例会と言う事で
グループディスカッションが予定されています。
そう言えば私が会 長に 成って初めてのグループ
ディスカッション です 。昨年までは何回となく
やっていたのに今年はやっていなかったと反省し
た次第です。内山委員長にお世話になり進めて行
きます。宜しくお願い致します。
それでは、本日も宜しくお願いします。

青少年交換学生
青少年交換学生
Eduardo Sa Dos Santos
(エドアルド サ ドス
サントス)
サントス) 君

幹事報告

幹事

新井清太

・２月１９日(木)第４グループＩＭです。
１３:３０登録・受付開始、１４:３０点鐘。
・２月１８日(水)１０:３０～１２:３０
大宮ろう学校様より生活デザイン科喫茶店訪問の
お誘いがありました。
・本日１８:００より『３月３日』にて奉仕プロジェク
ト部門全体ミーティングが開催されます。

知恵と行動そして親睦
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 勝俣第2ビル 4F
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E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

米寿・傘寿のお祝いの会報告

例会主題・研修委員会担当
グループディスカッション

発起人 中村雅之 会員

委員長報告
荒井伸夫
クラブ研修リーダー

内山泰成
会員研修委員長

ロータリー財団委員会
吉田奉行 委員長
≪ロータリークイズ 解答≫
◆米山・財団寄付の領収書の件、再発行は出来ません
ので紛失されませんようお願い致します。

お誕生日おめでとう！
２月生まれ
親睦活動委員会
小木曽賢己 委員長
渋谷廣慶(4日)、天池健二(5日)、小沼輝雄(11日）、関
根政勝(17日)、染谷義一(21日)、齋藤 實(28日)、高橋
真貴子(28日)、各会員

お祝いのお礼

関根政勝会員からお誕
生日のお祝い、又、先日
の傘寿のお祝いとお礼のご
挨拶がありました。

大竹庄藏会員から先日
の米寿のお祝いのお礼の
ご挨拶がありました。
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会員増強維持委員長
ロータリー財団監査委員
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１ . ロータリーは１９０５年にシカゴで創設されました
が、創設当初の目的は4名の真の友情(親睦)と相互
扶助である。
〇創設時のポールを含む4名の真の友情と相互扶助
ポール・Ｐ・ハリス（青年弁護士）
シルベスター・シール（石炭商）
ガスターバス・ローア（鉱山技師）
ハイラム・ショーレ（洋服仕立業）
２ . 最初のロータリー奉仕プロジェクトはシカゴ市内に
公衆便所を設置した。
〇シカゴ市内に公衆便所を設置した
３ . 最初のロータリークラブであるシカゴＲＣの初代会
長はポール・Ｐ・ハリスである。
×シルベスター・シール
４ . ロータリーという名称が選ばれた理由は会合が円
テーブルであったためである。
× ロータリー会員の事業所にて輪番制で会合をおこ
なっていたため。
５.現在のＲマーク(歯車の形)の歯は４８個である。
×２４個（過去何度か標章は変化している）
６ . アジアで最初に創立されたＲＣは日本、東京ロータ
リークラブである。
×フィリピン・マニラロータリークラブ1919年に創立、
翌 1920 年東京ロータリークラブ創立総会を実施して
翌1921年4月1日855番目の認証番号で加盟承認。
会長米山梅吉、幹事福島喜三次
７.国際ロータリー(ＲＩ）が公式に採用した２大標語と
は『超我の奉仕』と『入りて学び、出でて奉仕せ
ん』である。
× 国際ロータリー（ＲＩ）が公式に採用した２大標語
とは『超我の奉仕』 service above self と『最もよ
く奉仕する者、最も多く報いられる』 he profits most
who serves bestである。
８ . ＲＩの世界本部は米国イリノイ州エバンストンにあ
るＲＩ中央事務局のことである。
〇米国イリノイ州エバンストンにあるＲＩ中央事務局
のこと。ＲＩ会長執務室があり事務総長が常勤、職
員約５００名が全世界の地区ガバナー・クラブのた
めに働いている。
９ .日本人で国際ロータリー会長(ＲＩ会長)に就任した
人は二人である。
×３人
東ヶ崎 潔（東京ＲＣ）1968－1969
向笠 廣次（中津ＲＣ）1982－1983
田中 作次（八潮ＲＣ）2012－2013

10.ロータリアンは国際ロータリー(ＲＩ)の会員である。
× ロータリークラブがRI の会員でありロータリアンは

クラブの会員
11.ロータリアンとしての３大義務は例会出席・会
費の納入・地域雑誌ロータリーの友の購読であ
る。
〇例会出席・会費の納入・地域雑誌ロータリーの友の
購読
12.会員が出席免除の規定を希望した場合の条件としてロー
タリー歴が３０年を越した時である。
× ロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合
計が85年以上である事
13.クラブ例会を欠席した場合、メーキャップが認
められるのは、例会の時の前後２週間以内
で ある。
〇欠席の前2週間または、後2週間以内
14.２００４年に効果的なクラブ運営の枠組みを提供し、ク
ラブの強化を図る目的で採用されたプログラムとは
ＣＬＰクラブリーダーシッププランである。
〇ＣＬＰクラブリーダーシッププラン 最善の実践方
法に基づく。
15. ハーバート・テラーが４つのテストを考案した経緯
はクラブ内の親睦を深めるためである。
× 倒産寸前の会社の再建を託され、四つのテストを使
い見事成功させた。
16. ロータリー財団を設立しロータリー財団の父と呼ばれて
いる人は6人目のRI会長、アーチ・クランフである。
〇ロータリー財団の父と呼ばれるのは 6 人目の RI 会長、
アーチ・クランフです。
「ロータリーが基金をつくり、全世界的な規模
で慈善、教育、その他社会奉仕の分野で何か
よいことをしようではないか」と国際大会で提
案しました。
17. ポリオ・プラスとは、小児マヒ（ポリオ）と共に３つの
主要伝染病を同時に追放する事を目的としている。
×５つ ポリオの他ハシカ、ジフテリア、結核、百日
咳、破傷風の同時追放
18. ＲＩのプログラムとロータリー財団のプログラムのう
ち、当クラブが実施しているポリオプラスとロータリー
青少年交換はロータリー財団のプログラムである。
×ロータリー青少年交換はRI常設プログラム
≪RIプログラム≫
･インターアクト・ローターアクト・ロータリー地域
社会共同隊（RCC）
･ロータリー親睦活動グループ及びロータリアン行動
グループ
･ロータリー友情交換・ロータリーボランティア
･ロータリー青少年交換・ロータリー青少年育成プロ
グラム（ＲＹＬＡ）
世界社会奉仕（ＷＣＳ）
≪Ｒ財団プログラム≫
1）ポリオプラス
2）国際問題研究のためのロータリーセンター
3）ロータリー財団国際親善奨学金
4）研究グループ交換（ＧＳＥ）
5）地区補助金
6）マッチンング・グランド
7）保険、飢餓追放及び人間尊重補助金

19.ポール・ハリス没後５０周年とＲ財団の教育プログラム

５０周年を記念して設立され創設されたロータリー平和
センター、世界 6 か所 7 大学があり、日本では国際基
督教大学で当2770地区もホストエリアとなっている。
〇『ロータリー平和センター・ロータリー平和フェロー
シップ』紛争解決と平和に関するためのフェ
ローシップ、ロータリー平和フェローは2 年間ロー
タリー平和センターで修士課程において学ぶ。世界
の名門 7大学と提携、当地区は国際基督教大学（ＩＣ
Ｕ）のホストエリアとなっている。
20. 米山奨学会は、国際親善と交流を深めるために優秀
な留学生を支援するための日本のロータリー独自の
多地区合同奉仕事業であり米山梅吉によって創設さ
れた。
×米山梅吉翁没後、東京RCによって発表創設された。
「日本のロータリーの創始者、故米山梅吉翁の偉業を
記念し、後世に残るような有益な事業を立ち上げた
い」 1952 年東京 RC が発表した。海外から優秀な学生
を日本に招き、勉強を支援する「米山基金」の構想
でした。世界に類をみない日本ロータリー独自の多
地区合同奉仕事業となっています。
なによりその背景には、二度と戦争の悲劇を繰り返
さないために、国際親善と世界平和に寄与したいと
いう当時の会員たちの強い願いがありました。

講

評
クラブ研修リーダー 荒井伸夫

研修委員会担当例会のロータリークイズは如何で
したか。本当は２５問でもう少し難しいものを用意
したのですが、試しに解いていただいた会員の出来
があまりにも良くなかったので、急遽○×式の２０
問に変更しました。それでも、２～３問ひっかけを
用意しましたので満点を取るのは難しかったのでは
ないかと思います。
正解９問以下でしたら、明らかに「ロータリーの
友」横組みを読み怠っています。次の例会で1,000
円の罰金スマイルと新会員一人を紹介してくださ
い。
正解１０～１４問でしたら、ロータリーの学習を
真面目に進めている新会員か、昔勉強したことをほ
とんど忘れたベテラン、中堅会員です。いずれも次
も例会で1,000円のスマイルと新会員一人を紹介し
てください。
正解１５～１９問でしたら、よく勉強している会
員で、すでにクラブ役員か間もなく役員になる人で
す。2,000円のお祝い金をスマイルに、また二人の
新会員を紹介してください。
２０問全問正解の会員、おめでとうございます。
自動的にポール・ハリス・フェローの認証を受ける
ことになりますので、早速、Ｒ財団に1,000ドルの
寄付手続きをしてください。
以上、冗談半分の自己採点、自己申告でお願いします。

最近の当クラブは、活動がやや自クラブ内あるい
はその周辺に閉じこもっているように思われま
す。勿論、親睦やクラブの行事は大切です。ま
た、新会員が多いのでやむを得ない面があります
が、折角ロータリーに入ったのですから、ロータ
リーの持つ素晴らしさに目を向けていただきた
い。クラブを超えたロータリーの奥の深さ、広が
りを感じ取っていただきたい。そんな思いからこ
の例会を企画しました。皆様のロータリーライフ
に新しい眼が芽生える、その一つのきっかけとな
れば幸いです。
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