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ガバナー公式訪問例会
猛暑もこの所幾分収まった感じですが、まだまだ暑い日が続きます。
皆様体調には充分お気を付けいただきたいと思います。
会長 小木曽 賢己
本日は小林操ガバナーをお迎えしての公式訪問例会です。
又小田ガバナー補佐、地区副幹事黒田幸英様、もお迎えしております。
大変お世話になりますが、よろしくお願い致します。
又米山記念奨学生ディルバさん、そして 17 日来日したばかりの青少年
交換学生ソフィアさんも、お見えです。
先ほど小林ガバナーと懇談させていただきました。その中で、様々な奉
仕活動がありますが、地元企業とタイアップした形で事業を進めたら新
しい展開が生まれるのではないかとの助言をいただきました。
様々な企業、団体との活動は、ロータリーにとっても多様性のある事業活動をもたらす事になると
思います。本日は小林ガバナーの貴重な卓話を控えております。会長挨拶はこの位にさせていただ
き、後程のクラブ協議会も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
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お客様紹介･米山記念奨学生紹介
【紹介者：竹内 雅人 副会長】
国際ロータリー第 2770 地区ガバナー
(越谷北ロータリークラブ)
小林 操 様
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区第 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
(岩槻ロータリークラブ)
小田 光司 様
国際ロータリー第 2770 地区副幹事
(越谷北ロータリークラブ)
黒田 幸英 様
2019-20 年度 青少年交換留学生
ソフィア･マドレーヌ･ドネイさん
米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん
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青少年奉仕委員会
委員長 小沢 孝 会員
【青少年交換派遣学生】
小船菜子さん出発～到着の報告

職業奉仕委員会
委員長 川井 理砂子 会員
9/20 開催
職業奉仕部門セミナーのご案内

女子部会
配島 信恵

会員

9/2(月)6:30～
大宮駅前早朝清掃のご案内
幹 事
藤嶋 剛史 会員

米山記念奨学金支給及び近況報告
1.会費未納について。再度ご案内状を送付いた
しますのでお早めに納入をお願いします。
2.例会終了後の写真撮影とクラブ協議会につい
て。
3.地区一斉事業・10 月 24 日ポリオデーイベント
について。ソニックビルへのプロジェクション
マッピングや大宮駅でのブース出展と物販、歩
行者デッキでの募金等により、「より多くの
人々へのポリオ根絶周知」、「より多くの寄付
金」
、
「付加価値として青少年育成」を行い、ク
ラブ戦略計画のビジョンに則り、地域一番の事
業を目指します。詳細は別紙資料をご参照くだ
さい。皆様のご理解・ご協力をお願いいたしま
す。

【プレゼンター 新藤 栄介 会員】

米山記念奨学生
ディルバ･サレマンさん

皆さんこんにちは。今、ロータリアンの方が私
の勉強をサポートしていますので、まず、皆さん
に感謝します。私の最近の状况について、今、私
は小児がん細胞の研究をはじめ１年半ぐらいの
時間になりますが、論文を書くためのいくつかの
結果が出ました。これから、卒業まで良い研究結
果を出せるように頑張ります。世界の子供をがん
から救いたいです。よろしくお願いします。

ガ バ ナ ー 卓 話
2019-20 年度
国際ロータリー第 2770 地区
第 4 グループガバナー

小林

操 様

2019-20 年度第 2770 地区ガバナーの小林操で
す。どうぞ１年間宜しくお願い申し上げます。
クラブ公式訪問は、会員の意欲を高めクラブを支
援することが主な目的ですが、先ず国際ロータリ
ーのテーマ、現状、地区テーマ、方向性等につい
てお話をして行きたいと思っています。
2019-20 年度国際ロータリーのマーク・ダニエル・
マ ロ ー ニ ー 会 長 は テ ー マ と し て 、「 Rotary
Connects the World （ロータリーは世界をつな
ぐ）
」としました。これはロータリーのビジョンに
沿ったもので、
「私たちロータリアンは、世界で、
地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な
良い変化を生むために、人びとが手を取り合って
行動する社会を目指しています」としています。
ロータリアンは行動人であり、インスピレーショ
ンと変える力を持っています。そして、ロータリ
ーを通じて世界で、地域社会で、職場上の機会で、
支援を必要としている人々と「つなが」っていま
す。国際ロータリーはこのビジョンのもと、戦略
的優先事項、年次目標が示され、ロータリーの将
来への道標を明らかにしています。
ロータリーは変化を促し、成長しています。日
本の多くのロータリアンは、これはロータリーで
はない、という話を聞きます。しかし皆さん、外
を、世界に目を向けてください。国際ロータリー
は柔軟性を助長し、開かれ、多くの人々に近づき、
世界を変える行動人になることを求めています。
ロータリーでは、ポリオ根絶活動はすでに 30 余
年になり、多くのイベントを開催し寄付を続けて
来ました。99.9％まで発症が減り、あと少しまで
成果を上げてきましたが、最後の最後がいまの現
状です。ロータリアン一人一人の気持ちが大きな
力になり、ロータリーのレガシーを作るはずです。
2019-20 年度、想いを行動に、
「ポリオ根絶活動か
らクラブ活性化へ」を地区方針とさせて頂きまし
た。自分がポリオ患者であり、その痛みを、そし
て貧困から劣悪な環境の中、運悪く障害を背負っ
た子供たちを、親の気持ちを、それを思えば、感
じれば、そしてロータリアンなら、何もしない選
択肢はありません。障害に対する同情をお願いす
るのではありません。世界を支える子供たちのた

めに少しでも多くの人たちに理解され、根絶すれ
ば、ポリオに罹った人たちは、もちろん、世界の
お母さんに安心を与えることができます。
この想いを地区のロータリアンと共有したい。愛
する人、愛する子供のためにこの人道的活動はピ
タッリです。クラブで、ポリオを学び、貧困を考
え、社会的価値を計り、心が一つになれば、自然
とクラブは活性化されるでしょう。
皆さんのクラブは何をしますか。10 月 24 日一緒
に世界ポリオデーに参加しましょう。

今年度入会の方にガバナーより記念品が
贈呈されました。

ク ラ ブ 協 議 会
例会終了後にクラブ協議会が行われ、各部門委
員長及び委員長が発表した年度方針について小
林操ガバナーから総評を頂きました。
疑問・質問に対しての回答、活動内容についての
評価や提案など、ガバナーとしての見地から様々
にご講評頂き、今後の活動の指針となるような協
議会となりました。

出席委員長よりお知らせ

青少年交換留学生 スピーチ
2019-20 年度 青少年交換留学生
ソフィア･マドレーヌ･ドネイさん

来週の出席報告は AI とつながった
ロボット君が行います。
みなさん、お楽しみに！

みなさん、こんにちは。
はじめまして。私の名前はド
ネイ･ソフィアです。カナダ
から来ました。日本語は上手
じゃないですけど、頑張って
勉強します。だから応援して
下さい。盆踊りに行きまし
た。そしてチラシを配るボラ
ンティアをしました。楽しか
ったです。
大宮西ロータリークラブの皆さま、この機会を与
えてくれてありがとうございます。

青少年交換派遣学生 近況
出席委員長
佐藤 真義

会員

2019-20 年度青少年交換派遣学生
小船 菜子さん
8/18 に成田を出発。アメリカの空港では乗り換
えの飛行機がなかなか到着しないアクシデント。
ひとりさびしく空腹と眠いのに耐え、無事に乗り
換えの飛行機に乗れ現地に到着したようです。

前日に到着したソフィアさんも一緒にお見送り

現地の綺麗な景色の写真を送ってくれました

菜子ちゃんがお土産に
持参した浴衣を着た
ホストファミリー

