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新井 清太

昨日は統一地方選挙の日
でありましたが、まずもっ
てメンバーであります新藤
信夫会員ご当選おめでとう
ございました。
さて本日は Zoe ちゃんの
ご両親がアメリカのアトラ
ンタよりお越しになってお
ります。ロバートさんマリアナさんようこそ！
そして新しい米山記念奨学生のサレマンさん
が初参加してくれました。サレマンさんは埼玉大
学在学でこれから 2 年間のお付き合いとなります
ので宜しくお願いします。渡邊パストガバナーメ
ーキャップありがとうございます。
また、もうすぐ交換留学生として渡米準備中の
小船菜子さんも近況報告に来てくれましたが、今
年度アメリカに留学中の星楓子さんからも元気
で頑張っていると報告が届いています。大変なこ
とも多いけれども勉強に毎日の生活にと頑張っ
ている様子で、間もなく留学期間が終了してしま
うと思うととても残念だと、それだけ充実した
日々を送っているとのことですので、どうぞご安
心下さい。
今日の例会主題は小木曽エレクトのペッツ報
告ですが、これは地区内全クラブの次年度会長に
就任される方が必ず参加する研修であり、エレク
トも 2 日間にわたり受講してきました。来年度の
RI の方針も示されたようですので、我々も内容を
しっかりと聞いて次年度に備えたいと思います
のでどうぞ宜しくお願い致します。
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青少年交換留学生
ゾーィ･パーディス･ステファンス さん
お父様
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お母様
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ディルバ･サレマン

ロータリーの旅を楽しもう！
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みなさん、こんにちは。2013-14 年度に当 2770
地区のガバナーを務めさせていただきました。
大宮西さんは地区内でも会員数最多で活発な活
動をしているということで勉強に参りました。
先日のＰＥＴＳでは次年度の研修リーダーとい
う立場でクラブ会長エレクトの皆さんの前でお
話する機会がありました。リーダーシップについ
ての具体例として、何年か前の大宮西さんの会員
増強についてお話したところ、多くの方から理解
しやすかったと好評でした。
当地区のリーダー的なクラブになっている大宮
西さんですが、皆様のお力で更に良いクラブにし
ていただきたいと思います。
本日はメーキャップさせていただき、ありがとう
ございました。

ゾーィさんお父様
ロバート･ステファンス 様

株式会社フジタ 関東支店
支店長
三浦 隆一 様

皆様、こんにちは。本日よりこの大宮西ロータリ
ークラブに入会させていただきました。㈱フジタ
の三浦隆一でございます。
皆様とともにロータリー活動を頑張っていきた
いと思いますので、ご指導ご鞭撻の程をよろしく
お願い申し上げます。

幹 事 報 告
幹 事
新藤 栄介 会員

私たちを歓迎してくれてありがとうございま
す。先週にゾーイと一緒に日本を探検しました。
ゾーイの立場から見て良かったです。彼女が日本
語を話すのはとても誇りに思います。彼女は私た
ちの通訳者です。本当に便利ですよ。ゾーイにこ
の機会を与えてくれてありがとうございます。彼
女は一年間忘れないでしょう。それに感謝してい
ます。どうもありがとうございます。

ゾーィさんお母様
マリアナ･ステファンス 様

心から感謝いたします。母親として、私の娘を留
学させることは困難でした。でも、早く安心でき
てうれしくなりました。この機会にロータリーに
かんしゃしたいです。ありがとうございます。

●親睦旅行の申込用紙をボックスインしました。
皆様、奮ってご参加ください。
●ガバナー月信を配布しました。5 ページ目に 2
月 14 日に行われました第３･第４グループ合同 IM
の記事が掲載されています。
●今週 12 日(金)大宮ソニックシティ大ホールに
て 2019 年地区研修・協議会が開催されます。次年
度理事役員予定者、地区出向予定者が対象です。
どうぞよろしくお願い致します。
●13 日(土)から 2 泊 3 日で RYLA 屋久島研修セミ
ナーが行われます。当クラブから島村まり子会員
が参加されます。
●次週 15 日の例会は、地区の卓話バンクに登録
されている吉川 RC 中村靖治様をお迎えして卓話
をしていただきます。テーマは「ロータリーを語
ろう」です。

米山記念奨学生

紹介

次年度米山カウンセラー
福田 和子 会員

4/6(土)米山カウンセラーオリエンテーション
に参加いたしました。米山奨学生は日本全国で
874 名、2770 地区では 34 名をお世話させていた
だきます。当クラブでは中国からおみえになった
ディルバ･サレマンさんをお世話させていただき
ます。
《ディルバ･サレマンさん》
新疆ウイグル自治区出身
埼玉大学博士課程
理工学専攻
さいたま県立がんセンターにて
小児がんのたんぱく質について
の研究をされています。
みなさん、こんにちは。ロータリーの奨学生にな
れましたこと、ありがとうございます。
これからよろしくお願いします。

青少年派遣候補生 近況報告
2018-19 年度
青少年派遣候補生
小船 菜子 さん

私はアメリカのウィスコンシン州に派遣させ
て頂くことになりました。また、マディソンブレ
ッ ク フ ァ ス ト ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 様 (Madison
Breakfast Rotary Club)がホストクラブとして受
け入れてくださいました。
ウィスコンシン州はアメリカの北の方で、夏は 30
度を超えることは稀にしかなく、冬は氷点下を下
回ることが当たり前のようです。
マディソンは、ウィスコンシン州の首都で、南中
部に位置しています。面積はさいたま市と同じく
らいで、日本のように四季があると向こうの方が
仰っていました。
防寒具をたくさん持って行って、楽しく、元気に、
充実した 1 年にしたいです。

ロータリーの友の解説
公共イメージ向上委員会
風岡 淳一 会員

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

今月は私のパパとママが日本に来て良かった
です。この間、京都と大阪を観光してきました。
パパとママに会いたかったので、今の時間はとて
もうれしいです。日本にいるのは残り２ヵ月で悲
しいです。ありがとうございました。

【横組み】
P3 RI 会長メッセージ
4 月はロータリーの母子の健康月間ということで、
母子を救うために活動しているロータリーの実
例を紹介し、ロータリ―の奉仕の在り方について
述べています。
世界では、病院に必要な設備がないために、２分
に１人、どこかで、妊娠や出産によって女性が命
を落としているそうです。世界中のクラブがグロ
ーバル補助金プロジェクトに参加して病院が必
要としている設備を提供した等の実例が紹介さ
れています。
RI 会長はこれらの実例について「変革的な奉仕と
いうのはまさにこういうことで、ロータリアンが
何より得意とすることでもあります。ロータリー
が他に類をみない奉仕活動を行うことができる
のは、世界中に広がるロータリーのネットワーク、
地域社会ではロータリーが人々の最も必要とし
ていることを把握していて、会員たちが数えきれ
ないスキルや職業にまたがる専門知識を持つお
かげなのです。また、私たちを最も必要としてい
る人々に援助の手を差し伸べることで、私たちは
彼らのインスピレーションになることができる

のです。
」とまとめています。
P7～P15 「命の重み、感じてますか？」というテ
ーマで自殺防止に関する活動を行っているクラ
ブについて特集が組まれています。
徳島南 RC は、先進国で最も悪い数字であった当
時の国内の自殺者数の状況を地域から変えてい
こうと自殺防止の取り組みを 10 年以上にわたり
続けています。具体的には、ロータリアンの弁護
士や精神科医、内科医がパネリストを務めシンポ
ジウムを行う等の活動を行っているとのことで
す。11 年目の今年度は「SNS を使って生じる諸問
題」をテーマに公開講座を開いたとのことです。
徳島にはゴルフ仲間で自殺防止の奉仕活動をし
ているアプローチ会というのもあり、
これと RC の
活動があるためか、徳島県の自殺者数は 10 万人
当たり 12.0 人（全国平均 16.3 人）で、全国で最
も低い数値になっているとのことです。
他にも、東京都江戸川 RC が 50 周年記念事業とし
て基調講演とパネルディスカッションによるシ
ンポジウムを開催したこと、佐伯 RC がチャリテ
ィーコンサートを開催して「大分いのちの電話」
という自殺予防のための電話相談を行っている
ボランティア団体に寄付を行ったということ、江
南 RC は中学校で出前講座を行ったということが
紹介されています。
P18～P21 RI 会長の環境問題（ここでは気候変動
について述べられています）への取り組みに関す
るインタビューが掲載されています。
RI 会長は環境問題は、６つの重点分野より大きな
話で、これに取り組むことはロータリーにとって
究極的な使命を果たすことになると、環境問題に
取り組むことへの必要性について述べています。
ちなみに６つの重点分野とは
①平和と紛争予防/紛争解決
②疾病予防と治療
③水と衛生
④母子の健康
⑤基本的教育と識字率（しきじりつ）向上
⑥経済と地域社会の発展
ですが、例えば気候変動で海面が上昇して国土が
失われたら６つの重点分野のいずれにも影響し
てくるということだと思います。
ロータリーの強みは世界中に会員を擁し、その会
員が影響を及ぼせる人脈をもっているところな
ので、ポリオ撲滅プログラムと同様に、ロータリ
アンがしかるべき人に働きかけ、適切な支援を行
い、相応しい行動をすれば世界中が環境問題に取
り組むようになるということが述べられていま
す。そのためには環境問題を一番重点的に取り組
む会長が出てくることが必要だが、まずは、ロー
タリーが環境問題について会話を始める
べきだと述べられています。

会長エレクト研修セミナー報告
会長エレクト
小木曽 賢己 会員

