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皆さんこんにちは。先日
荒川の土手に菜の花が黄色
い絨毯を作っている風景を
目にしました。春を実感し
ました。あと１週間もすれ
ば桜の便りが各地から聞こえ
てくると思います。皆様に
於かれましては、益々ご健勝の事と存じます。
本日の例会主題は、岩渕パストガバナーにお越
し頂き「ロータリーの未来計画」についての卓話
を頂戴します。岩渕パストガバナーに於かれまし
てはご多用のところありがとうございます。
また我クラブが国際奉仕部門で係りを持たせて
頂いております現在ラオスで小児医療の分野で大
活躍をされております赤尾和美様にもお越し頂き
ました。先日メールにてラオ・フレンズ小児病院
完成の模様を送って頂きました。赤尾様、無事完
成おめでとうございます。色々ご苦労が沢山あっ
たご様子が伺えました。赤尾様には、後程ご挨拶
を頂く予定です。
そしてもうお二方ご紹介します。この季節は別
れと出会いの季節でもございますが、会場をお借
りしているパレスホテル社長の和地会員が社長を
ご勇退と言う事で後任の海保邦男様がお客様とし
てお見えになっております。また和地会員と小木
曽会員ご推薦の新入会員候補の浅間重行様もお客
様としてお見えになっております。お二人の入会
式は４月６日例会で行う予定です。和地会員には
在籍中大変お世話になりました。今年度もお二人
の新 入会 員を 御紹介 頂きあ りがと うござ いまし
た。今後もこの大宮パレスホテルに籍は有ると聞
いております、ランチの相手に困ったら御出で頂
ければと思います。ご健勝にて今後のご活躍をご
祈念申し上げます。皆尺寺会員も転勤に伴い今月
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末で退会となります。後任の冨加美様がご入会予定
です。皆尺寺様に於かれましても新任地でのご活躍
をご祈念申し上げます。
先週の３月１１日水曜日に福田和子会員を団長と
して１４名にて上尾西ロータリークラブへメー
キャップツアーに行ってまいりました。たまたま書
道家の中山翠谷先生の卓話の日に当たり思いかけず
書家の良いお話を聞くことが出来ました。先方から
は４月６日の例会に沢山で来る予定です。皆さん歓
迎して下さい。
他クラブへの訪問は、自分のクラブとの違いが見
えて勉強になります。会長を仰せつかってから他ク
ラブへ行く機会が増えましたがその度に大宮西クラ
ブの素晴らしさを実感しております。
以上で会長挨拶と致します。本日も宜しくお願い
します。

お客様ご紹介

木本栄一 副会長
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お客様ご挨拶
株式会社浅間
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様

和地社長様、小木曽社長様の御紹介で、この度
入会させて頂く事になりました浅間でございま
す。今後共宜しくお願い致します。
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１
ご挨拶、そしてお小遣いを
会長から受け取るエド君。

2

退会される皆尺寺会員(
退会される皆尺寺会員(写真1
写真1左)、和地会員(
、和地会員(写真2
写真2左)
と会長。

幹事報告
☆ 和地会員の後任者ご挨拶
幹事

新井清太

◆来週23日は休会。
◆次回例会は、28日(土)鉄道博物
館集合。服装は動き易い恰好でネクタイは不要。

海保邦男

様

皆さんこんにちは！只今、ご紹介
頂いたパレスホテル立川の海保でございます。4月
より和地社長の後任として、大宮西ロータリーに入
会させて頂く予定です。宜しくお願い致します。

委員長報告
FWAB報告
社会奉仕委員会
佐藤直樹 委員長
◆次回例会は鉄道博物館ナイトミュー
ジアム、約2,000人のお客様が見込まれるので身を
引き締めて行きましょう！JRの筑波駅長より例会時
の横断幕及び景品をご提供頂き御礼申し上げます。
・ 3/25( 水 )17 ： 00 か ら 鉄 道 博 物 館 に て 現 地 最
終 打 合 せ。入口前に17：00集合。
・本日例会後、担当の方をお呼びして打合せ。次の
方は宜しくお願い致します。
吉田暎治、中谷、髙橋秀樹、高橋真貴子、新藤栄
介、鈴木、内山、田口、染谷、小林政良、大楽、各
会員、又、聞きたい方はご参加を！
◆4/13(月)砂場清掃を予定。場所は上小小学校、小
村田神社公園。ご案内は後ほど。

退会ご挨拶
皆尺寺

敦 会員

この度、会社の命をうけ、水戸に転
勤となり退会を余儀なくせざるを得な
くなりました。たった1年であり、非常に残念で
す。もっと長く、埼玉に在住し、大宮西ロータリー
の一員としてお役に立ちたっかたのですが、仕方あ
りません。お世話になりました。皆様のご健勝、ま
た会のご発展を祈念しております。
和地克彦 会員
小沼年度に入会し、4年になります。
今度52年間のホテマン生活に一応ピ
リオドを打つことになりました。顧問として週2日
程は出社しますので何かあったら宜しくお願いしま
す。又、後任の海保君、新入会の浅間さんを私同様
宜しくお願い致します。

国際奉仕委員会
冷牟田正見 委員長
赤尾和美様をご紹介します。予て
からご要望の車両費の一部として、大宮西RCから
100万円(50周年時50万円、今回50万円)を支援させ
て頂きました。藤池会員に車に貼るステッカーを制
作依頼。今後この車両を使ってモバイルクリニックと
して私達も貢献出来ることになります。赤尾様から
感謝の言葉と報告をお願い致します。
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長きに渡りご支援をいただ
いているフレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーのラ
オス新プロジェクトの進捗をご報告いたします。
カンボジアでの小児科病院の運営権を現地へ引
き 渡 し 、 その 14 年 の 経 験を 新 た な ラオ ス の プ ロ
ジェクトへ生かそうと計画されたのが『ラオ・フ
レンズ小児病院』です。ラオス北部に位置するル
アンパバーン県立病院内に新たな小児科病棟を建
築、運営することが2013年11月にラオス保健省と
の間で承認され、建築が開始しました。
建築に当たっては、各部屋の建築費といくつか
の家具や器材をご支援いただくプロジェクトで、
大宮西RCのメンバーである高橋誠一氏のご尽力に
より、6部屋のご支援をいただきました。また、大
宮西RCと全管協からの共同ご支援により、トヨタ
ハイラックス車が1台ご寄贈いただけることにな
りました。車両の到着にはあと数週間を要するか
と思いますが、スタッフ一同大変感謝いたしてお
ります。
建築は、全て人力であるラオスの建築様式と雨
季の始まりにより工期が遅れはしましたが、何とか

予定通りに2月11日無事開院の式典を開催すること
ができました。式典翌日からが初診療となり、初
日は47名の患者さんが治療を受けることができま
した。開院前にはラオス人スタッフが外国人指導
者と 共に 何度 も模擬 練習を して準 備をし ました
が、やはり実践は台本通りには行かず、外国人ス
タッ フが 常に 指導し ながら の診療 となっ ていま
す。予想していた以上の来院患者数で、3月10日現
在、約900名の患者さんを診療しました。院内診療
に加え訪問看護も開始し、先日は車で1時間半後に
山登りで3時間の患者さん宅へ訪問しました。ご寄
贈いただく車両でこのような場所へもどんどん出
向くことが可能となり、ラオス
の医療改善へ貢献することがで
きると確信しております。今後
も進捗報告を随時させていた
だきたいと思います。今後もよ
ろしくお願いいたします。

例会主題：ゲスト卓話
未来計画特別委員会担当
未来計画特別委員会
渋谷廣慶 委員長
岩渕

均様をご紹介。
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『ロータリーの未来計画』について
「ロータリーとは何ですか？」、「ロータリー
はどんな団体ですか？」という問いに皆様はどの
様にお答えしますか？「奉仕と親睦の団体」、
「事業家の団体」という答えが返ってくると思い
ます。正解です。
次に、ロータリーの「５つの中核的価値観とは
何ですか？」と問います。こちらはまだなじみの
ない方もいらっしゃると思います。「奉仕」と
「親睦」は車の両輪にたとえられますから、すぐ
に出てくると思いますが、残りの3つも重要ですの
で覚えておいてください。「多様性」、「高潔
性」、「リーダーシップ」です。ロータリーは5輪
車でもあるのです。この3つの内の2つは「RIの使
命」*にも盛り込まれていますので常に意識するよ
うにしてください。
さて、RIはどちらに向かって進んでいるので
しょうか？それは「RIの戦略計画」に示されてい
ます。「クラブのサポートと強化」、「人道的奉
仕の重点化と増加」、「公共イメージと認知度の
向上」が３つの優先事項です。この2番目の「人道
的奉仕の重点化と増加」の中に「未来の夢計画」
の目指すものが示されています。それはロータ
リーの最優先事項である「ポリオの撲滅」と「6つ
の重点分野の活動において持続可能性を高め、多
大な成果をもたらす」ことです。
それでは何故、今、「未来の夢計画」なので
しょう。それは、これまでロータリーはたくさんの

いいことをしてきましたが、あまりにも多岐に亘り
過ぎ、規模が小さな案件になってしまったので、成
果が見えにくくなってしまったためです。「未来の
夢計画」ではグローバル補助金という補助金（１事
業、最低3万ドル）を設けて、クラブや地区が6つの
重点分野において成果の上がる人道的な奉仕を行う
ことを期待しているのです。
本日報告のありました、ラオスでの医療支援プロ
ジェクトのようなものは正に6つの重点分野におけ
る人道的奉仕プロジェクトであると思います。現地
の受け入れ体制がしっかりしている、規模も3万ド
ル以上である、成果も測定できるようですので。但
し、グローバル補助金を使用するためには現地の
ロータリークラブが参加してその地区のガバナーの
署名が必要になります。ラオスでのプロジェクトが
グローバル補助金の対象となるかどうかはこの点を
クリアーしなければなりません。
最後に資金推進について２、３お話しします。
「ポール・ハリス・ソサエティ（PHS）」をご存じ
ですか？毎年1000ドル以上を年次基金に寄付する方
です。全ての会員が毎年1000ドル寄付することは難
しいのですが、一方で毎年1000ドル寄付できる会員
もいます。このPHSは年次基金寄付に大きく貢献し
ています。PHSは寄付者割合の３％に過ぎません
が、シェアーにおいては年次寄付の35％を占めてい
るのですから。資金に余裕のある方は是非検討をし
てください。
財団に寄付をした場合、「寄付金の税額控除」を
確定申告をすることにより40％近くが戻ってきま
す。下手な川柳を一つ。―財団の 寄付に４割 報
いあり―
ロータリーのビジネスカード（法人カード）もお
勧めします。「銀行の自動引き落とし」をビジネ
ス・カードでの「クレジット決済」に変更するだけ
で、使用金額の0.5％が財団へ寄付されるのです。
会社に殆んど負担がありません。再び下手な川柳
を。―負担なく ビジネス・カードで 寄付増進―
大宮西RCがグローバル補助金を実施され、未来の
夢計画に積極的に参加されることを期待しておりま
す。有難うございました。
* RIの使命：職業人と地
域社会のリーダーのネット
ワーク（親睦）を通じて、
人々に奉仕し、高潔さを奨
励し、世界理解、親善、平
和を推進すること

卓話頂いた岩渕諮問委員(
卓話頂いた岩渕諮問委員(左)と伊田雄二郎会長

