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本日は大宮北東ＲＣ長谷川会長
さん、真中幹事さんようこそおい

で下さいました。
いつもいろいろお世話になってい
ます。これからもよろしくお願い
します。
本日の例会では、クラブ研修リー
ダーの遠藤さんよろしくお願いし
ます。

次回例会案内
第1723例会 8月9日(火)
会
場 市民会館いわつき 301
例会テーマ 外部卓話
直前ｶﾞﾊﾞﾅｰ 井原實様
担
当 増強・退会防止委員会

８月お誕生日･ご結婚記念の
皆様おめでとうございます！
■ 加藤 和正会員 お誕生祝い
■ 山崎 和雄会員
〃
■ 藤田 恵子会員
〃

間もなく、リオ・ディジャネイロ・オリンッピクが８月５日より始まりま
す。ドーピング問題で「ロシア」が揺れています。しかし、ＩＯＣは各協
議団体に丸投げして、「組織のために制裁を受けるべきでない」。事実上
条件が合えば出場できることになった。この２週間で検査をしなくてはい
けないので充分行われるか疑問です。「ロシア」選手団が出場できなけれ
ば、ＩＯＣは大きな打撃になるでしょう。その後の東京オリンピックにも
影響が出る。

そこえ行くと高校球児は素晴らしい、県立高校では唯一大宮東高校がベ
スト４になりました。今日その結果が出ます。大宮東のグランドには「や
る気のない奴は立ち去れ」と入り口に書いてあります。さて甲子園の切符
はどの学校がつかむのか面白くなってきました。
また一方ではポケモン「ＧＯ」にうつつを抜かしている奴もいるし、世
界の若者はスマホなしでは生きていけないのでしょう。私はまだガラケー
の携帯電話です、遅れているのかな。電話を交換にいったらすごく待って
いて、２時間以上かかるので帰って来てしまいました。
東京都知事選もにわかに終盤戦を迎え小池百合子氏が一歩リードしてい
るようですが…。
３１日の投票日１８歳からの人も交えどうなるのでしょうか。
今までは男の人だから女の人が当選するような気がするのですが。
今日は昼食が私のところの食事になりました。いつもと違いたまには良
いのではないかと思います。大宮北東ＲＣも利用していただいております。
最後になりますが、会員増強にも紹介をお願いします。火曜日は増強委
員長と足を使って訪問しています。いつでも行動を起こします。よろしく
お願い致します。
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加藤和正会員出席をお願い致します。

お客様ご挨拶
◆大宮北東ロータリークラブ会長

8. 8月2日(火)「第３回役員・理事会」を大戸の小島

長谷川秀明様

家にて行います。

皆さんこんにち
は。私は大宮北東
ロータリークラブ

委員会報告

第26代の会長を仰

◆遠藤光治クラブ研修リーダー委員長

せつかりました長

8月1日(月)に「都寿司」にて、入会5年未満の会員

谷川秀明と申しま

の勉強会を行います。時間の取れる方は自由にご出席

す。今日は真中幹

下さって結構です。宜しくお願い致します。

事と二人でご挨拶にお伺い致しました。先ず先日の杉
田年度の最終例会には遊馬ガバナー補佐共々お招き頂

本日のテーマ

きまして、有難うございます。あの盛り上がりを拝見

◆遠藤光治クラブ研修リーダー委員長卓話

して私の年度もあの様な、素晴らしい最終例会が出来

クラブ研修リー

ます様に、今から参考にさせて頂きたいと考えており

ダー委員会とはどの

ます。さて、昨年は遊馬ガバナー補佐の下でグループ

ような委員会なの

幹事を務めさせて頂き、ＩＭやチャリティゴルフな

か、読んで字のごと

ど、皆様に大変お世話になりました。お陰で無事に終

くクラブ内を活性化

了する事が出来ました。この場をお借りしてお礼申し

して会員の皆様が

上げます。有難うございました。今年度は、会長とし

「ロータリークラブ

て又、一年間お世話になりますが、ご指導宜しくお願

に入って良かった」と思い、ロータリアン以外の人達

い致します。

幹事報告

にもその良さを伝えられるように知識と行動を研修し
て会員皆様に伝えて行くことが委員会の活動なのか

藤堂 昇幹事

な…と思っています。クラブ研修リーダーの出来た経

1. 国際ロータリーよ

緯については地区リーダーシップ・プランが2002年7

り、「例会の取り

月 に は す べ て の 地区 が 採 択 し、2001年より4年 間 に

消しについて」の

亘って、検討されていたクラブレベルのリーダーシッ

メールが届きまし

プ・プラン2004年11月当クラブでは12年前25代吉原年

た。

度の時にＣＬＰクラブリーダーシップ・プランとして

2. 同じく、国際ロー

承認されました。

タリーより8月の

では、ＣＬＰクラブリーダーシップ・プランとはど

レートが1ドル102円の連絡が参りました。

のようなことなのか？

3. さいたま市役所「さいたまトリエンナーレ実行委

主たるものはクラブ活性化のための組織作り、会員

員会」より協賛金依頼が届いております。

数の少ないクラブでも、奉仕団体として自立していく

4. 地区より「ロータリー財団100周年祝賀イベント予

ための管理組織の構成をしてクラブの活性化を図って

定について」の案内が届いております。

いく事にある。また、多くの会員を擁するクラブもこ

5. 第4G清水ガバナー補佐より「IM実行委員選出」の

れを基礎として必要に応じて常任委員会を加え、また

依頼が届いております。

は小委員会を加えることが出来るという管理組織を想

6. 大宮東RCより「第20回東大宮サマーフェスティバ

定したものであります。

ル」の案内が届いております。
・日時

前夜祭

では、クラブ研修リーダーの任命の目的とはどうい

8/5(金)16時～19時

ポリオ募金

う事なのか。

活動
・移動例会

① クラブレベルのロータリー研修を強化し充実させ
8/6(土)16時～20時

東大宮中央グラ

る。

ンド 花火打ち上げ

② クラブ研修リーダーは、個々のロータリアンの自

7. 7/30(土)青少年奉仕セミナーが越谷サンシティに

主性を高め、活性したロータリアンが多くなり、

てPM1:30より開催されます。

各クラブが活発なロータリー活動が出来ていくた
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るロータリークラブやホストファミリーにも及びます。
将来の国際相互理解と世界平和の推進に役立つことを
国際ロータリーでは、このプログラムを推進し活動を
しております。
プログラムの特徴は。ロータリーの青少年交換プログ
ラムは、他の団体や営利目的の企業が実施しているプ
ログラムと異なって、私たちロータリーアンが運営し
ているプログラムであります。
従って留学経費も他の団体と比べて、はるかに安く、
原則として渡航費やオリエンテーションの費用、保険
などの実費だけで留学が出来、学費や食事、滞在費な
ども不要であります。更に、お小遣いも毎月支給され
ます。

受け入れも地域全体に密着したロータリークラブが会
員全員で留学生のお世話をしておりますので、安全面
でもより優れたプログラムであります。
更に、奨学生一人一人にカンセラーが付きまして、そ
の地区の青少年交換委員会やローテックスの人達もサ
ポートして頂けます。
留学生に対するルールがあります。

写真、上からスマイル報告の橋本かほる会員と出席報
告の山形会員、下は今年度会計の小宮会員、ご苦労
様です。
下の写真は例会風景です。クラブ研修委員会担当例
会で真剣に卓話に耳を傾けております。

ロータリーの国際ルールとして「4つのルール」が定
められております。
交換留学生は、留学にあたってロータリーの決めた基本
的なﾙｰﾙに従わなければならないと言う事であります。
そのルールは、
1. 自動車、オートバイ、船舶、飛行機の運転の禁止。
2. 飲酒、喫煙の禁止。
3. 大麻、麻薬の所持、使用の禁止。
4. 恋愛、セックスの禁止。
これに違反した場合は、直ちに強制送還されます。
この他に、病気や怪我、極度のホームシック、ノイ
ローゼ等で留学途中であっても留学を取り消され、強
制送還される場合があります。
国際ロータリーでは、この様なルールに従って、青少
年交換のプログラムを推進しております。
我がクラブでは、過去に青少年交換のプログラムに取
り組んでおりました。その奨学生の交換記録につきま
しては、クラブの年度計画書の58ページをご覧くださ
い。
今後当クラブに於かれましても、この様な素晴らし
いプログラムに、積極的に取り組んで行けるように、
財政等検討し受入可能なように、心がけて行くべきで
はないでしょうか。
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めのきっかけ作りをする役目を果たす、ものとさ

部屋だった。それは鉱山技師、ガス・ロアーの事務所

れています。

でした。そしてガスが一人の訪問客ハイラム・ショー

そこで、クラブ研修リーダー委員会としましてこの

レーという裁縫師を迎え入れたばかりの時だった。ハ

ほどの例会は各委員会が下記の記載について説明をし

イラムは堅い椅子の一つにこしを下して、ガスと話し

ていくことから始めたいと思います。

始めました。最初は通例の何気ない話で始まりました

1

ロータリー情報委員会には関根隆光さん。

が、間もなく彼等の話は、友人の弁護士が数か月前か

ロータリーのプログラムの歴史、ロータリーの発

ら始終論じていた構想の事に移って行きました。その

祥から現在までの事を知ってもらえるような活動

弁護士の名はポール・ハリスといいました。彼は一つ

をする。

の新しい種類のクラブの構想を持っていました。ガス

米山奨学委員会には（財）ロータリー米山記念奨

とハイラムはもう二人の訪問客―石炭商のシルベス

学事業について宮本和寿さん。

タ・シールとほかでもないポール・ハリスその人―を

3

ＲＩプログラムの青少年交換については清水常三

待っていました。今晩も又、その問題を論じ合おうと

さん。

いう事でした。やがてその二人が部屋へ入って来まし

4

ロータリー財団プログラム（地区補助金・ポリオ

た。二人は今、イタリア料理店で素晴らしい食事をし

プ ラ ス・グ ロ ー バ ル 補 助 金・Ｖ Ｔ Ｔ・世 界 フ ェ

て来たところだったと言った。彼らは一つ二つ面白い

ロー・奨学金）については後日機会がありました

経験談を交わした後、ポールが新しいクラブの構想を

時に行います。

発表しました。彼はもし、一群の実業家達が定期的に

その他に聞いておきたい事、分からない事などが

会合して、お互いに知り合う事が出来たら、大変良い

ありましたらお聞かせ下さい。この場でお答え出

だろうと説明しました。かくて1905年2月23日にロー

来ない時には後日お答えさせて頂きます。

タリーが誕生したのです。

2

5

ポール・ハリスの達者な頭脳と寂寥(せきりょう)の

◆関根隆光ロータリー情報委員長

心から一つの構想が生まれていた。その構想は彼を取

「ロータリーの創

り巻く３人の人達の創造を刺激しました。最も偉大な

立について」少しお

理念…天才の片鱗…だと考えられたこの構想は、この

話しさせて頂きたい

人たちに多大な刺激を与え、この２月の一夜、既に小

と思います。

さな夢を胸に描かせた程でありました。とはいえ、こ

20世紀初期のシカゴ

のシカゴのみすぼらしい事務室の中で動き出したこの

について、ポールハ

構想が後日、世界中の人々の心を捉えようとは、この

リスは次のように書

人達が想像すらしないことだったでしょう。

いています。「アメリカにおけるフロンティア時代の

申し上げました様な次第でロータリークラブが発足

無法、無秩序は、異常の現象として描かれてきた。強

しました。ポール・ハリスは友人３人と語らって、お

いそして負けじ魂の種々雑多な人間的特質と伝統を持

互いに信頼の出来る公正な取引をし、仕事上の付き合

つ人々が、個人的利得という唯一の共通の衝動に駆ら

いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増

れて集まる時、彼等が平穏無事に共存するなどという

やしたい、という趣旨でロータリークラブと云う会合

ことは思いもよらない事だったのです。

を考えました。ロータリーとは、集会を各自の事務所

かくしてシカゴは二十世紀の始めに至るまで、いわ

が持ち回り順番に開く事から名付けられたものです。

ゆる開拓都市の特徴の多くを持ち続けていた。…シカ

こうして１９０５年２月２３日にシカゴロータリーク

ゴに見られた諸悪は他の都市でも見られました。全般

ラブが誕生しました。それからは、志を同じくするク

的にいって商業道徳は地に落ちていた。…悪意と不信

ラブが次々と各地に生まれ、国境を超えて今では世界

の深刻さは破壊的である…とさえ言ってよいほどであ

２００カ国の地域に広がり、クラブ数３万４千強、会

りました。この様な状況の中で最初の会合が開かれま

員数１２１万人を数えるまでに発展しています。そし

した。

てこれら世界中のクラブの連合体を国際ロータリー
(ＲＩ)と呼称します。

最初のロータリーの会合は典型的な事務室で開催さ
れました。…それは余り照明の良くない、机が一つ、

この様に歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理

椅子が三つ四つ、隅の方にコート掛けが一つ、それに

を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。そ

絵が一・二枚と工作図面が一つ壁に掲げられた小さな

の組織が地域の隅々まで拡大するにつれて、幅広い奉

4
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仕活動が求められる様になり、現在は多方面にわたっ

在籍している外国人留学生に奨学金を支給し、国際理

て多大な貢献をしているところです

解と親善に寄与することを目的に創設したものであり

次に「日本の

ロータリーについて」お話しさせていただきます。我

ます。

が国最初のロータリークラブは1920年(大正9年)10月

1954年にタイからソムチャード君来日。1957年国内

20日に創立された東京ロータリークラブで、翌1921年

全クラブの合同事業へ発展。1967年財団法人ロータ

4月1日に、世界で855番目のクラブとして、国際ロー

リー米山記念奨学会設立となりました。趣旨は今後、

タリーに加盟が承認されました。日本でのロータリー

日本の生きる道である「平和日本」をアジア諸国に、

クラブ設立については、ポール・ハリスの片腕として

そして世界に理解してもらうための留学生支援こそ、

ロータリーの組織を作り、海外拡大に情熱的に取り組

もっとも相応しい事業ではないかー。という事で始ま

んだ初代事務総長チェスリー・ペリーと、創立の準備

りました。今後もこの事業を発展させて充実させてい

に奔走した米山梅吉、福島喜三郎などの先達の功を忘

く為には皆さんの寄付が必要となりますので、是非こ

れる事が出来ません。その後、日本のロータリーは第

の点を理解して頂いて今後も米山記念奨学寄付を宜し

２次世界大戦の波に洗われて、１９４０年に国際ロー

くお願い致します。更に詳しい事は次回に機会があり

タリーから脱退します。戦後１９４９年３月になっ

ましたら、地区より卓話者を依頼して聞くことも出来

て、再び復帰加盟しますが、この時復帰に尽力してく

ますので、今日は時間も余り無いため、この辺で終わ

れたのが、国際ロータリーの第３代事務総長ジョー

ります。

ジ・ミーンズでした。

◆清水常三青少年交換委員長

その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目覚
ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も抜

青少年交換プログラムについて

群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不動

国際ロータリーに

のものになりました。現在日本全体でのクラブ数は２

おける奉仕活動の一

３００、会員数は８万９千人となっています。

つで、高校生の交換

以上で終わります。有難うございました。

留学生を行ってい
る。このプログラム
は、現在では他国の

◆宮本和寿財団米山記念奨学担当理事

文化を経験するため

こんにちは。今日

に、毎年約9000人もの生徒が世界中で留学されている

は斉藤委員長がお休

と言う事であります。

みなので代わりにお

プログラムの内容は、各国のロータリークラブ同士

話しさせていただき

が、それぞれの地域の高校生を海外に派遣すると共

ます。

に、派遣先から高校生を受け入れて、相互に交換留学

米山記念奨学会と云

を行うものであります。

いますと寄付をする

交換留学生の滞在費や学費は留学生を引き受ける、ホ

のみとお考えだと思いますが、これについては今日も

ストロータリークラブが負担しております。

ジョルダン君が例会に来ておりますが、皆さんの寄付

このプログラムはロータリーのボランティアで運営さ

によって多くの米山奨学生が日本で勉強できる仕組み

れております。

になっております。現在は日本全体で８００名くらい

ロータリーアンは、このプログラムの実施のために多

の学生が米山奨学生として来日しております。元々、

くの時間と労力を提供し、常に留学生に、より良いプ

米山奨学金となったのは米山梅吉氏が、1920年世界で

ログラムを提供すべく努力をしております。

855番目のRC(東京RC)を創立し、日本に初めてのロー

このプログラムの目的は、人生を変えるような貴重な

タリーを導入しました。東京RCの初代会長に就任し、

経験を若者に味わってもらいたい。そんな思いを形に

1924年にはＲＩのスペシャル・コミッショナーにな

出来るのが「ロータリーの青少年交換」であると言わ

り、日本のロータリーの発展の基礎を築いた偉大な人

れております。

であります。この米山梅吉氏の死後、彼の遺徳を記念

学生たちが新しい文化や習慣に触れることで、グロー

するため、東京ロータリークラブによって1952年「米

バルな理解が芽生え、平和の土台が築かれます。更に

山基金」が設立されました。日本の大学及び大学院に

その恩恵は、学生たちだけでなく、留学生を世話をす
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ロータリー財団とは

藤堂

昇

菊池

和彦

遠藤

光治

加藤 和正

ロータリーの財団の正式名称は、国際ロータリー
のロータリー財団です。
国際ロータリーとロータリー財団に違いがあるで

（同趣旨）

しょうか。ロータリーの奉仕の理想を信奉する点で
は、国際ロータリーもロータリー財団も一体のもの
です。「ロータリークラブは、場所を問わず一つの
基本的理想をもっている。それは奉仕の理想で、他

山形
清水

照之
裕次

豊住

昇二

中里
丹野

仁
寿明

の 人 々 を 思 い や り、他 の 人 々 の 役 に 立 つ こ と で
す。」と書かれています。
「奉仕の理想は人々をつなぐ真の絆です。奉仕と
は、単に良いことをするだけでなく、人々の役に立
つことです。世界では、人々が異なる言語を話し、
橋本かほる
西村寿美子

異なる食事をし、異なる衣服を着て、異なる宗教を
信奉しています。こうした人々を結び付けるには、
強力な絆が必要です。ロータリーでは、その絆が
「超我の奉仕」と云う理想なのです。
(１９８７－１９８８年度国際 ロータリー 会長

藤田 恵子
田中 徹夫
青山いづみ

チャールズ・ケラー氏の言葉より)

今日はクラブ研修リーダーの卓話で
す。遠藤さん宜しくお願い致します。
遠藤委員長、卓話ご苦労様です。阿津
澤会長、カレーとっても美味しく頂き
ました。有難うございます。
本日の卓話、皆様のご協力をお願いし
ます。
大宮北東クラブ会長、長谷川秀明様ク
ラブ幹事真中潤治様、クラブ訪問に感
謝致します。
杉田 政男
小宮
勇
宮本 和寿
清水 常三
遠藤さん、卓話ご苦労様です。
この所暑さが軽くて助かります。又、8
月に入ったら暑いですネ。
ＡｎｄｖｏｉｄからＩＯＳに変えまし
た。わかるかな…。
ゴマを定植しました。
大宮北東クラブ会長、長谷川秀明様ク
ラブ幹事真中潤治様、ようこそいらっ
しゃいました。遠藤会員、卓話有難う
ございます。
夏のカレーは嬉しいです。
会計監査の書類と週報の原稿で頭がパ
ニ ッ ク に な り、弁 当 を 頼 む の が 遅 れ
て、カレーとなりました。藤堂幹事、
阿津澤会長のご配慮有難うございまし
た。
本日は、早退します。
水戸
恵
関根 隆光

ニコニコBOX金額報告
7/26合計

ニコニコＢＯＸ・出席報告

今年度累計

長谷川秀明様(大宮北東RC)
阿津澤会長、藤堂幹事、ご就任おめで
とうございます。
本日は真中幹事と共に訪問させていた
だきました。
1年間宜しくお願い致します。
真中潤治様(大宮北東RC)
阿津澤会長、藤堂幹事、ご就任おめで
とうございます。
1年間宜しくお願い致します。
阿津澤 清 大宮北東RC、長谷川会長、真中幹事有
難うございます。
2016～’17年度
例 会 日
例 会 場
クラブ事務局
U R L

３４，０００円
１３５，５００円

出席報告
例会日

総数

出席

欠席

Ｍｕ

出席率

7/26免除
2名

28
(2)

20
(2)

6

4

92.30%

7/12修正
免除2名

28
(2)

22
(2)

4

3

96.15%

岩槻東ロータリークラブ

毎週火曜日 12:30～13:30
さいたま市民会館いわつき
Tel 048-756-5151
Tel 048-757-9786
Fax 048-756-5539
http://www.iwatsuki-east-rc.org
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会
長
幹
事
会報委員長

阿津澤 清
藤堂
昇
清水 裕次

