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会 長 あ い さ つ
「マイロータリー」

会 長

新井 清太

地区管理運営部門の伊
藤部門委員長様、RLI 運営
委員の長澤様、ようこそお
越し下さいました。地区の
管理運営部門には今年度
竹内親睦委員長がお世話
になっております。私自身
も昨年度地区へ出向した際、伊藤様と管理運営部
門の委員長同士で勉強させて頂きました。長澤様
とも地区で 3 年ほど一緒に活動させて頂いた仲で
あります。長澤様はロータリー暦４年程というこ
とですが、入会当初から地区へ出向し活躍されて
おり、地区の卓話者バンクにも登録されている方
なので色々なクラブで卓話をされています。
さて本日より 3 月度となりますが、今月は「水
と衛生月間」であります。水と言えば、東京の浄
水場においては高度浄水システムというものを
100％実施済みということですが、埼玉県ではま
だ採用されていないようで、都内のお水の方が美
味しいそうであります。
それはいいとして、水に関して世界では、安全
な飲み水が得られない人が 7 億 4800 万人おり、
さらに毎日 1400 人の子どもが、劣悪な衛生環境
と不衛生な水を原因とする病気で命を落として
います。それらに対して世界中のロータリアンが
支援の手を差し伸べるべく活動しています。
詳しい事例については是非マイロータリーから
ご覧下さい！
次の日曜日は、大宮西ロータリークラブ空手道大
会ですので、頑張る子ども達を是非生でご覧頂き
声援を送って頂きたいと思います。その後は鉄博
ナイトミュージアムと、今月は移動例会が 2 回あ
り変則的になっていますがどうぞ宜しくお願い
致します。
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ロータリーの目的・４つのテスト
＜本日のリーダー＞
国際奉仕委員会

お客様紹介
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国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区
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管理運営部門委員長
伊藤 公仁 様

国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区
越谷南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

RLI 運営委員
長澤 幸義 様

米山記念奨学生
ムハマド･ナジム･ムハマド･シュクリ

君

青少年交換留学生
ゾーィ・パーディス・ステファンス

さん

誕生日祝い

3 月生まれ

小木曽賢己(10 日)、新藤信夫(13 日)、
押野一郎(15 日)、川﨑春夫(28 日)各会員

お誕生日、おめでとうございます！

ロータリーの旅を楽しもう！
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：west@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

お客様ごあいさつ
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区
管理運営部門委員長
(戸田西 RC) 伊藤 公仁 様

委 員 長 報 告
社会奉仕部門委員会
部門委員長 小林 政良 会員
3/23(土) 移動例会
鉄道博物館ﾅｲﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑについて

みなさん、こんにちは。私どものクラブは小規
模なので、このような大きなクラブで話す貴重な
機会に御礼申し上げます。後ほどマイロータリー
の登録について説明させていただきます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介 会員

青少年育成委員会
委員長
榎本 貞寿 会員
3/10(日) 移動例会
空手道大会について

青少年交換留学生 近況報告
青少年交換留学生
ｿﾞｰｨ･ﾊﾟｰﾃﾞｨｽ･ｽﾃﾌｧﾝｽさん

●ガバナー月信 Vol.09 3 月号を配布しました。
●8 日(金)ロータリーリーダーシップ研究会 RLI
パートⅢが開催されます。
大楽剛会員、井上勝美会員、矢部正博会員、押
野一郎会員の 4 名が参加です。
●10 日(日)青少年空手大会の移動例会を、さいた
ま市浦和西体育館で行います。
●同日「ラフレさいたま」で今年度の米山奨学生
の修了式が行われます。
ナジム君もいよいよ米山奨学生卒業です。
●次週 11 日(月)は空手大会の振替休日のため例
会は御座いません。
●次回の例会は 18 日(月)、ジャーナリスト門田
隆将様のゲスト卓話です。
11 時 30 分から食事、12 時より 90 分の卓話を予
定しております。
●23 日(土)鉄道博物館ナイトミュージアムの移
動例会のため、25 日(月)も振替休日です。今月は
例会開催が流動的となりますので、例会予定表を
今一度ご確認下さい。
●今月のロータリーレートは 1 ドル￥110 円です。

みなさんこんにちは。元気
ですか。よかったです。私も元
気です。今月はとても忙しかったです。学校で私
はクラスメートと一緒に三年生の卒業式のじゅ
んびをしました。こうどうをかざったりビデオを
作ったり三年生にプレゼントをあげたりしまし
た。ひきこもごもがありました。三年生はうれし
いけど私たちはさびしいです。一人三年生はアメ
リカの大学に行くつもりです。楽しみにしていま
す。彼女ははんざいそうさを勉強したいそうです。
すごいですね。私は日本の大学に受けて見るけど
難しそうです。また、もうすぐしけんがあるので、
勉強しています。きのうまでロータリーと一緒に
広島や京都や大阪へ旅行していました。三月つい
たちに羽田くうこうから出ました。まずは広島に
行きました。広島城に行ってげんばくドームを見
て広島平和きねんしりょうかんに行きました。広
島に行く前にせんばづるを作ってもっていきま
した。そのせんばづるをきふしました。アメリカ
人として広島はひじょうにかんどうてきでした。
かなしみがあります。広島の後京都に行きました。
きんかくじを見たりやつはしを食べたりしまし
た。京都のれきしを学びました。素晴らしかった
です。その旅行で私は日本がもっと好きになりま
した。今月二十九日に私のママとパパは日本に来
ます。彼らに日本の文化とれきしについて教える
ことを楽しみにしています。ママとパパは日本が
好きになると思います。いつもありがとうござい
ます。

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
兒玉 龍治 会員

～横組み～
■3 ページ 国際ロータリー会長メッセージ
・今回は、ローターアクトクラブについて記載さ
れていました。皆さん、ローターアクトクラブに
ついてご存じでしょうか？恥ずかしながら、私は
知りませんでしたので、同じようにご存じない方
の為に少し説明致します。
・ローターアクトクラブとは、ロータリークラブ
の提唱のもと、18 歳から 30 歳の会員で構成され
ている団体です。奉仕活動や親睦活動を通じて、
会員一人一人がリーダーシップや企画力など、社
会で活躍できる技能を身につけることを目的と
しています。
・その始まりは、１９６０年代に入って、世界中
の青少年が、共に活動できるような組織を作ろう
という機運が高まりました。１９６２年、国際ロ
ータリー（ＲＩ）理事会 により、まずインターア
クトプログラムが宣言され、インターアクトクラ
ブが次々と世界各地に創立していきます。しかし、
インターアクターは１４～１８歳の高校生の年
代が対象で、卒業と同時に会員資格が失効。 これ
を継続するものとして、１９６８年 1 月に、当時
のルーサー Ｈ.ホッジスＲＩ会長により、「ロー
ターアクト構想」が打ち出されたそうです。Ｉ理
事会は、初めてＲＡＣの発足を認証。世界最初の
ＲＡＣは、アメリカ・ノースカロライナ州ノース
シャーロットＲＣの提唱により、１９６８年３月
１３日に結成された、ノースシャーロットＲＡＣ
だそうです。
・尚、日本最初のローターアクトクラブは、ノー
スシャーロットローターアクトクラブと同じ１
９６８年に創立した埼玉県の国際商科大学ロー
ターアクト（現川越ローターアクトクラブ）です。
川越ロータリークラブの提唱で、６月１日に発足。
現在では、全ての都道府県にローターアクトクラ
ブが存在しています。ローターアクトクラブの活
動については、１４Ｐ以降にも記載されています
ので、ご興味のある方は是非ご覧ください。
■7 ページから
・国連は毎年３月２２日を「世界水の日」と定
め、水がとても大切であること、きれいで安全な
水を使えるようにすることの重要性について、世
界中の人々と一緒に考えるための日としていま
す。８ページ以降は、日本のロ－タリーが取り組
む活動を紹介しています。
■４２ページから、先般の地区大会の様子が記載
されています。中川ガバナーの談話も記載 され
ていますのでご覧ください。

～縦組み～
■4 ページ（横組み 65 ページ）
・
「地球の明日を考える」のコーナー。この中で、
１９７２年に出版された異例のベストセラー「成
長の限界」という本について触れられています。
皆さんご存じでしょうか？当時、世界を代表する
経済人の集まりであるローマクラブが、マサチュ
ーセッツ工科大学の研究チームに、「人類の課題
を解決するためにはどうしたら良いか研究して
欲しい」と依頼したそうです。その結果をまとめ
たのが、この「成長の限界」という本だそうです。
結論は、人類の課題は、ねずみ算的成長に起因し
ていること、そして人類に関わる全てのねずみ算
的成長は必ず破たんするというものだったそう
です。ご興味のある方は、このコーナー及び「成
長の限界」をお読みください。
■20 ページ（横組み 65 ページ） ロータリー歌
壇で、当クラブの川鍋 一夫会員の歌が紹介され
ています。
※ 週報の巻末にてご紹介しております ※

卓

話

マイロータリーの登録とその活用
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区
RLI 運営委員
(越谷南 RC) 長澤 幸義 様

大宮ろう学園

◆例会予定
5 月 6 日 法定休日(こどもの日の振替休日)
5 月 13 日 第一例会 クラブ協議会 理・友・誕
5 月 19･20 日 第二例会
親睦旅行(米山記念館訪問)
5 月 27 日 第三例会
交換留学生ゾーイさん卓話 役
◆1 月新年初例会報告書 承認
◆㈱フジタ 鈴木康夫会員の異動
◆2019 学年度・米山奨学生受入
ディルバ サレマンさん 埼玉大学 2 年
◆ポリオ撲滅チャリティーゴルフ 4/19 6 組目標
◆ハンブルグ国際大会 4 名参加予定
◆南投 RC 今年度の訪日はありません
◆各部会長様へ部会運営費の支給

ゾーィちゃん
京都旅行
スナップ

訪問

2/28(木)大宮ろう学園生活デザイン科の喫茶店訪
問に行って参りました。前日から仕込んだという
チーズケーキとイチゴのババロアをステキなウ
エイターさんに入れて頂いたコーヒーとともに
いただきました。
皆さん野球に卓球…全国レベルでご活躍とのこ
と。手話を習得しスポーツを通しても交流を深め
たいと思いました。
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