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■柏西ロータリークラブ URL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

幹事：齋藤

敏文

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

「柏西・我孫子ＲＣ合同ガバナー公式訪問」次第
【役員懇談会】
10；40 ～ 11：30

ガバナー懇談会（柏西）      

11：30 ～ 12：20

ガバナー懇談会（我孫子）
ガバナー補佐・補佐幹事、会長・幹事、次期会長・幹事出席

※活動計画書持参

【合同例会】
12：30 ～ 13：30

司会進行

柏西ロータリークラブ SAA

安田

勝紀

12：30

点鐘

我孫子ロータリークラブ会長

荒井

光一

12：31

国歌斉唱

12：33

ロータリーソング斉唱

奉仕の理想

四つのテストソング斉唱
12：35

お客様の紹介
食事

13：00

会長挨拶

柏西ロータリークラブ会長

髙田

住男

13：05

幹事報告

柏西ロータリークラブ幹事

齋藤

敏文

13：08

ニコニコの発表

13：10

卓話

国際ロータリー第 2790 地区ガバナー

13：30

点鐘

我孫子ロータリークラブ会長

13：30 ～

ガバナーとの写真撮影（合同で）

橋岡久太郎

荒井

光一

【合同クラブ協議会】
13：40 ～ 15：10

司会：我孫子ロータリークラブ 幹事

13：40

開会の言葉
発表及び協議

依田

勇

我孫子ロータリークラブ会長

荒井

光一

テーマ『我がクラブの奉仕プロジェクト：
クラブの実績、これからの計画・課題』

①我孫子ロータリークラブ発表（司会：依田

勇幹事）

※発表が終わるタイミングでコーヒータイム
質疑応答
14：10

②柏西ロータリークラブ発表及び協議（司会：齋藤敏文幹事）
合同討論会（ガバナーへの質疑を含む）
ガバナー講評

15：10

閉会の言葉

柏西ロータリークラブ会長
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髙田

住男

を大変嬉しく思います。

会長挨拶
会長

髙田

住男

んも協議に参加頂きご意見を賜れば

ご案内のとおり、本日はガバナー

幸甚です。

公式訪問です。２７９０地区におい

さて、「ロータリーが希望の風の

ては、１０月に開催される地区大会

奨学金」についての「風の便り（通

とこの公式訪問が会員にとって二大

信４９号）」が届きました。ご案内

行事でしょう。この公式訪問はガバ

の通り、２０１１年３月１１日に

ナー自ら各ロータリークラブを訪問

起きた東日本大震災の被害に遭遇

し、ロータリーの重要な課題など関

し、両親又は片親を無くした児童

心を呼び起こすために行なわれるも

が、岩手県・宮城県・福島県の３県

のと聞いています。後ほど卓話に時

で１，７２４人おられるそうです。

間に、今ロータリーが直面している

大学又は専門学校で学びたくても

問題等をお話いただけることと思い

学べない児童に奨学金を支給して

佐野地区幹事さん。そして溜川ガバ

ます。ガバナーよろしくお願い致し

いるそうです。毎月７２０万円から

ナー補佐、合同例会にご参加頂き有

ます。

７９５万円を支給したとの便りで

橋岡ガバナー、
櫛引地区副幹事長、

難うございます。
そして、我孫子ロー

また、合同例会後は合同クラブ協

す。「人をつくり、人を育てるのも

タリークラブの皆さん、クレストホ

議会が開催されます。各々のクラブ

支援ではないか」という趣旨に基づ

テル柏へお出かけ頂きまして有難う

の特徴を生かした協議会ができるこ

き奨学金を送っているというもので

ございます。
また、
我孫子ロータリー

とを祈念申し上げます。我が柏西

す。また、「ご支援とご協力を」と

クラブの会員さんとともに合同例会

ロータリークラブの協議会において

いう通信でした。

及び合同クラブ協議会ができること

は我孫子ロータリークラブの会員さ

幹事報告

齋藤

敏文

① R 財団への寄付 ( ＄1,000)
ポリオプラス：鈴木子郎会員・鈴木桂三会員
年次基金：日暮肇会員

卓

話

ＲＩＤ 2790 地区

橋岡

久太郎

ガバナー

考え等々とご教示頂きまして、今までの先輩方ガバナー
は公式訪問しますと、多分クラブのそれぞれの長所短所
等々を会長幹事の方々、そしてエレクトの方々と話しに
なるかと思いますけれども、私はもうそう言ったこと
は各クラブの会長幹事の方々、または次年度の執行部の
方々はよくよくご存じ、分かってらっしゃると思います
ので、その各クラブの必ずや光るいいものがありますの
で、そのことだけを確認し、またお教えいただくと思っ
て、今まさに公式訪問を始めさせていただいているとこ
ろでございます。
今年度当地区国際ロータリー第 2790 地区ガバナーを

こちらにお邪魔させていただきましたのが 12、13 番

拝命いたしております、橋岡久太郎と申します。第１２

目です、あと 70 クラブ残っております。83 クラブ当

グループ・佐倉中央ロータリークラブの所属でございま

地区はございます。これもガバナーによってのスタイル

す。
本日は名門柏西ロータリークラブ、そして我孫子ロー

だと思いますが、近年国際ロータリーから、出来れば合

タリークラブ、合同のガバナー公式訪問をお迎えいただ

同でやって頂いたらいいな、というようなことを承って

きましてありがとうございます。

おります。それぞれのクラブのご希望があるやもしれま

午前中より、髙田会長、荒井会長、また幹事様方、エ

せんけれども、できれば合同、といいますのは、同じグ

レクト方々と色々とお話、またクラブに関しましてのお

ループ内でもお隣のクラブの事ってなかなか分からな

かったり、知らなかったりするのが常だと思います。そ

たんですけど、非常にスマートな、これでしたら駅でも

ういう中で、今日のような形でもうこうやってお集まり

どこでもできるかと思うんですけども、実は 150 ドル

いただくと、
地区内屈指の柏西ロータリークラブさんは、 いたしまして財団の寄付になります。ですので、材質が
名門・またあの伝統クラブはこういうもんなんだってこ

大変よくないと言いますか、非常にあれなんですけども、

ともまた我孫子のクラブの方々もお分かりになると思い

ところがバリー・ラシンさんはシルクのネクタイを使わ

ます・また我孫子クラブの皆様方のすぐ近くにある（録

れましたと。いうことは財団への寄付が少し減ったかも

音切れ）

しれませんけれども、それでもいいものをということで

皆様方もうご承知の通り、今年度の国際ロータリーの

選ばれたスタイリッシュな会長でございます。すごい嬉

会長でございますがバリー・ラシンさんとおっしゃいま

しいと私が喜びまして、これ実はあの私の女房が選んで

す。バリー・ラシン会長でございますが、カリブ海。千

くれたんだと言ってるところのシーンでございます。

葉にありながら東京ディズニーランドと言われておりま

このバリー・ラシン会長のテーマを受けまして、私は

す、ディズニーランドにありますカリブの海賊のカリブ

地区のテーマといたしまして「伝統と未来」というもの

海でございます。カリブ海のバハマ諸島のナッソーとい

を考えさせていただきました。伝統と申しますのは、私

うところからお出ましでございました。大変ご覧の通り

ども日本のロータリーが 100 年に及ぶ歴史と共に先ほ

カリビアン。明るくて、スマートな会長でございます。 どは歌でいたしましたけれども、４つのテストでござい
ショーン・コネリーのような感じの風貌でございまし

ます、我孫子ロータリーさんは会長、４つのテストやら

て、かっこいい方でございました。この方の出されまし

れてらっしゃいますか。素敵ですよね。柏西さんのあの

たテーマでございますが、Be The Inspiration。邦題が「イ

歌でやるという４つのテストは、あれでしたら聞いて

ンスピレーションになろう」ということでございます。

いるうちに忘れなくなるかと思いますけど。４つのテ

近年の RI 会長のテーマといたしましては極めて短い

ストだと思います。未来でございますが、ポリオ、End

テーマになるかなと思いますけれども、皆様方のおひ

polio、ポリオ撲滅でございます。諸先輩方から、ずっ

とりおひとりのロータリーに対する思い、それぞれおあ

と言い続けてないか、ポリオ撲滅、あとちょっとだと、

りだと思ういます。それを皆様方のご家族、お近くにい

いうふうに言われる先輩方もいらっしゃいますけど、日

らっしゃる方、お知り合いの方等に発信してください。 本の言葉に「乗りかかった船」というのがございます。
皆様方のおひとりおひとりの中でのロータリーに関する

もうここまで参りましたら引くに引けません。ここで引

インスピレーションをお持ちください、それを発信して

きましたらロータリアン冥利に尽きませんので、どうし

くださいということでございます。この写真は今年の 1

てもなくしたい、あと少しということでございまして、

月に国際協議会というのがございます。その席で GETS

バリー会長も強くこのポリオをなくそうと、私達ロータ

（governors-elect training seminar）というものがござ

リアンの一番身近で最も易しい奉仕活動は、やはりポリ

います。ガバナーのエレクトのトレーニングのセミナー

オです。力、ご協力をするということではないかなと思

でございます・髙田会長始め会長方は PETS（Presidents-

います。是非よろしくお願いいたします。約でございま

Elect Training Seminar）というのにお出ましです。年

すが 80 名もう少し増えてないことを望むんでございま

の 9 月から始まるんでございますが、最終といたしま

すが、私どものロータリーのポリオを投与しに行ってく

して、アメリカのカリフォルニアのサンディエゴで行わ

ださってる方々が命を落とされていらっしゃるそうでご

れます。そこでのシーンでございます。これもう皆さん

ざいます。そういう危ない、厳しいところにポリオ撲滅

お気づきだと思いますが、バリー・ラシン会長がしてい

の為に行って下さってます。私達がそこに参るわけには

る今年度のテーマネクタイでございますけれども、まだ

まいりませんので、せめてその支援ということで皆様方

私達も貰っておりませんで、ラッキーなことに 34 地区、 の浄財をお力添えとしていただきたくお願い申し上げま
日本中に 34 の同期がいるんですけれども、私だけたま

す。よろしくお願い申し上げます。

たまパッとこうして会えまして、こういう写真が撮れま

サブテーマでございますが「誇りと連帯感」というも

した。まだテーマネクタイをもらっておりませんでした

のを考えさせていただきました。誇りと申しますのは、

けど、このテーマネクタイでございますが、近年稀に見

ロータリーの創世以来の理念を忠実に守り実践していま

るスマートといか格好のいいモノ。ちょっと思い出して

す、私たち日本のロータリー。そしてそのロータリーの

頂きたいんですよ、ガバナーはテーマネクタイを必ず公

素晴らしい考え、活動を持って世界で一緒にロータリー

式訪問にやってくるんですよね。私もエレクト・ノミニー

を楽しんでいる、また頑張っている仲間、約 120 万の

となりました時からテーマネクタイ頂くようになったん

方々との信頼で結ばれている友情連帯感でございます。

ですが、家出て行くときできないんですよね。私娘ばか

皆様方へのこれはお願いと申しますか、そういった国際

りなんですけども「それしていく？

ロータリーのバリー・ラシン会長の考え、テーマをよく

「…そうだね、会場に入ってからする」という感じだっ

ご理解いただきまして、より一層、楽しく充実した状態

のクラブライフをお過ごしいただきたいと思います。そ

創生以来の理念を忠実に守っていくということ、これは

ういったを姿をお近くの方々に先ほど申し上げましたけ

私たちはこれからも胸を張ってロータリアンとして継続

れども、お見せいただくことが、ロータリーの発展、会

していきたいと思っております。皆様方いかがでござい

員増強になるかと思いますよろしく。お願い申し上げま

ましょうか。

す。

4 番目は先ほど申し上げましたものでございます。5

ガバナーございますので地区といたしまして、運営の

番目といたしまして、マイロータリーというのがござい

ビジョンといたしまして、今申し上げましたことでござ

ます。大変便利なものでございます。パソコンまたはス

います。ロータリークラブとはロータリアンがいうよう

マートフォンを使いまして、ロータリーの大概のことは

な世間一般の方々からの問いかけにお一人お一人がご自

すぐ知り得る大変便利なものでございます。ぜひご登録

分の考え、ご自分の気持ちで明確にロータリーの素晴ら

いただいて、活用していただきたいと思います。その手

しさをお伝え頂きたいと思います。本当にロータリーで

続き等がご面倒だなぁと仰るような方、もしいらっしゃ

素晴らしいと皆様多分お一人お一人の方々、お思いだと

るようでございましたらは、そのために地区のガバナー

思います。ですからこの場にいらっしゃるんだと思いま

事務所というのございますので、そこへぜひご連絡をい

すので、その考えを是非お近くの方、いろいろなお知り

ただきまして、お尋ねくださいませ・懇切丁寧マイロー

合いの方にお伝えいただければと思います。

タリーの登録の方法をご案内いたしますので、ぜひご活

世界のロータリーでございますが、120 万で数があ

用していただきたいと思います。

まり増えていないようなことも言われますけれども、そ

私はこの超我の奉仕という言葉が好きなんですけど

んなことはなくて、インドまたアフリカ等の新しいとこ

も、このロータリーの言う超我の奉仕という言葉から、

ろでは、大変増えております。じゃあなんで 120 万か

バリー・ラシン会長の言われるインスピレーションを、

らむしろ後退してるような節を言われるといいますと、 皆様方それぞれで是非お持ちになって、それを発信して
それはやはり伝統的な我が国、日本ですとかロータリー

いただきたいと思います。今日も会長幹事方に申し上げ

発祥の地アメリカの、特に名門と言われますシカゴ、最

ましたけれども、私を含めまして地区のチームは、皆様

初のクラブしかもロータリークラブをはじめといたしま

方おひとりおひとりのロータリーライフが充実すること

して創立 10 番に入るような 100 年を超えているよう

のために存在しておりますので、どうぞフルになんでも

な名門クラブが少し会員数を減らしてるようでございま

お申し付けお使いいただければと思います。皆様方お一

す。そういう中、そんなわけでインドを始めアフリカの

人お一人が、ロータリーは楽しいな、いいな、と言って

ロータリアン増えておりますけれども、またあの方たち

いただくために全力を尽くしたいと思っております。

はあの方たちなりの独特のロータリー観がおありの様で

それから私からちょっとお願いが何点がございまし

ございます。それを我々とか違うとか、いろんなことを

て。まず一点は、先ほどもご案内頂きました、今年度

言うことではなく、この同じ大きなロータリーの世界の

10 月の 27 日（土）28 日（日）でございますが、千葉

中で、ロータリアン同士ということ、またそういう方た

の幕張で今年度の地区大会をいたします。是非是非皆様

ちの様々なロータリー論、ロータリー観も共有していっ

ご参加くださいませ。近年とは違いまして、プログラム

ていただきたいと思います。私は仕事上その伝統という、 をちょっとというかガラッと変えさせていただきまし
そういう仕事の中におりますけれども、私の仕事の中で

た。特に 2 日目、日曜日の方でございますが、皆様方

ある言葉がございます。伝統も立ち止まるとただの過去

に少しでも喜んでいただこうと思って一生懸命考えまし

になる。ですから伝統というものはやはり絶えず進んで

た。基調講演等の企画を午前中に持って参りました。発

いくことではないかなと思います。

表ですとか表彰を午後に持って参りました。皆様もう何

先ほど会長幹事懇談会の中で、柏西ロータリークラブ

回か地区大会ご参加いただいてる方はお分かりかと思い

の高田会長の絶えず前へ進んで行こうと思う。伝統名門

ますが、お昼を挟んで午後になります潮が引くようにい

クラブのクラブ会長がそういうようなご発言をされると

なくなってしまいますので、せっかくの基調講演だった

いう事は、本当に素晴らしい、また多分柏西ロータリー

りしますものですから、ぜひお聞きいただきたいと思う

クラブはますます発展されていくだろうなと私は確信い

ので、前倒しの午前中に持って参りましたので、ぜひご

たしました。決して立ち止まることはない、ということ

参加いただきたいです。それから私食いしん坊なもんで

ではないかなと思います。

すから、お弁当にこだわりまして、皆様からご参加いた

このパワーポイントでは日本のロータリーの事を書か

だいたことにあの弁当おいしかったねっていうものを一

せて頂きましたけども、そういうことで色々な世界観が

生懸命ご用意いたしますので、お楽しみにご参加いただ

ロータリーも変化をし続けておりますけれども、我々

きたいと思います。ご記憶の中で、あの弁当うまかった、

日本のこのロータリー、先輩方が培っておられました

これだけでもいいと思うくらい大切なものだと思います

１００年に近い歴史の中での、このロータリーができた

ので、ぜひお楽しみにご参加いただきたいと思います。

そしてもう一点でございますが、今年度の国際大会と

がございます。そんなのあるのっていう方が多分多数か

いうのがございます。これは今年度はドイツのハンブル

と思いますけれども、ぜひクラブでお作りを頂きたいと

グで、来年の 6 月の 1 日から 5 日まで行われますけれ

思います。クラブのいろいろな例会の費用ですとか、委

ども、是非ドイツ・ハンブルグご参加頂きたいと思いま

員会の費用ですとか、クラブの公の費用をロータリー

す、と申しますのは通年、国際大会でご参加いただくこ

カードを使えまして支払いますと、ポリオに 0.3%乗せ

の当地区ではガバナーナイトとか、千葉ナイトと申しま

られます。寄付が自動的に行きます。ダイナースクラブ

して、ご参加の方たち、この地区内の方達が集まって晩

という名のカード会社でやっております。あとおオリコ

餐会、パーティーをやるんでございますけれども、私は

ですね。それをぜひ会長、クラブとしてお作りいただき

同期ガバナーの 2580 地区、東京ロータリーがいる所で

たいと思います。もう地区もを作りまして、地区といた

ございますが、松阪順一ガバナーと一緒にやろうという

しましてやはり一番大きい支払いと致しますが、例えば

ことになりまして、ハンブルグで一番名門のホテルの、 地区大会ですかそういったものになりますけれども、ど
一番大きいお部屋、約２００名ございますが、もう抑え

うせホテル等に支払うものがございましたら、そのカー

ました。そうしましたところ、東京の方がアンケートも

ドを使って地区と致しましては払います。そうしますと

う取りました、170 名参加だって言うんですね。ちょっ

地区の今申し上げましたポリオの寄付に上乗せになりま

と待ってと、200 名の会場で 170 人だったらうち 30

すので、ぜひクラブとしてお作り頂いて活用していただ

じゃないかって、我々が押さえたんですから、それはな

きたいと思い。またもちろん個人個人でもお使い頂きた

いだろってので押し返しまして 70 対 130 にいたしま

いと思います。そのためにあの当地区から櫻木パストガ

した。なんとしても 70 で盛り上がりたいと思います。 バナーがそのゾーンと申しますけれども、大きな日本の
東京はなかなかやはり日本の機関地区クラブがある地区

集まりですね。そのゾーンのカードコーディネーターと

だけありまして、言い方がかっこいいですね、ジャパン

してゾーンに出向されてますので、これも当地区は今ま

ナイトと言うそうです。大きく出ますよね。そのくらい

でゼロだそうでございますので、もう恥をかかせるのは

大きい感じでいきたいと思いますので、ぜひぜひご参加

忍びないと思いますので、ご協力を頂きたいと思います。

いただければと思います。素晴らしいロータリーの大き

少しお願い事ばかりになったかもしれませんけれども、

さ、
広がりが皆様方に伝わる国際大会だと思いますので、 皆様方にぜひ今私が申し上げましたことをご理解いただ
よろしくお願い申し上げます。

いて、素晴らしいロータリーライフをお過ごしいただき

そして近年と言いますか、もう本当に実は前からあっ

たいと思います。最後にそのハンブルグのお話を最高の

たんでございますけれども、特に力を、本気この年度で

適任者から皆様方へお伝えさせていただきたいと思いま

入れたいと思いましたのは、ロータリーカードというの

す。（以下ラシン会長の動画）

合同クラブ協議会

奉仕プロジェクト委員会

中嶋

利生

委員長

様性に皆さん感動したプログラムがなされました。今年
度は秋元委員長、住田副委員長のもと、その感動を引き
続き、実践的奉仕活動を模索いたします。予算 50 万円
をいただき、国内外いとわず調査しつつですが、国外候
補として先月の理事会に於いてシンガポール訪問の了解
を得ており、今後、検討していきたいと考えます。シン
ガポールという国は、英語、マレーシア語、中国語、タ
ミル一語の 4 言語が使われる多民族国家であり、多国
籍企業が存在し、なおかつ、観光立国です。シンガポー
ルには髙島屋もあり当クラブ会員、高島屋、影山店長を
本年度奉仕プロジェクト委員会委員長中嶋です。

介し、情報収集に努め、職業奉仕としての詳細を検討い

職業奉仕、社会奉仕、青少年奉仕、国際奉仕から成る

たします

4 つの委員会を、高田会長の下、ひらめき、感性を大切

次に社会奉仕委員会について述べさせていただきま

にして、連携を深め推進していきます。昨年の職業奉仕

す。昨年度 60 万円の予算のなか、柏祭りの協賛から始

委員会はゲイビ・アデル委員長、増谷副委員長のもと、 まり、8 つの社会奉仕活動が
11 月にいままで体験していないイラン大使館の訪問を

ございました。大堀川清掃、ごみゼロ運動の参加。献血

いたしました。イスラムの歴史、文化に触れ、職業の多

キャンペーン、幼稚園、老人ホームへの慰問、手賀沼マ

ラソンでのバナナ配布。中村委員長、秋元副委員長が

せんでした。昨年私が実行者として参加、83 クラブ中、

中心となり、皆さん忙しいなか、良くぞ多くの活動を成

29 クラブの方々が参加。各クラブでとらえ方、認知度、

しえたと前年幹事でした私は、頭が下がる思いです。さ

参加意識が違うことに驚きました。ウオークラリーを通

て、今年度は 374,000 円と減額された活動予算をどの

して指導者養成をひき続き行うことにご理解ください。

ように効果的に使うか？幅広い活動でなく、ほんとうに

今年は米山奨学生テイ・リョウ君を迎えておりますので、

地域に役立つ社会奉仕、子供たちの未来に役立つような

是非参加実行していただきたく水留委員長、森市副委員

社会奉仕を模索いたします。高田会長のお話にある、地

長にお願いしております。

域社会には社会奉仕活動をする団体があまたあるなか、

最後に国際奉仕委員会です。予算は昨年度 15 万円か

柏西クラブとしての社会奉仕活動はどうあるべきか検討

ら、80 万円と大幅に増額されました。これは、台中港

していくとの考えを反映させ、卓話も現在、奉仕活動を

東南 RC との交流を促進するためでございます。来年当

行っている団体等、精力的に依頼し、会員の皆様と考え、 クラブは 45 周年を迎えます。その為にも両クラブの交
方向付をしていきたいと考えます。その第一弾として 9

流意識を高め、高田年度にて台湾に訪問をする、来年度

月 28 日、柏市社会福祉協議会に卓話をお願いしており

当クラブ 45 周年、岡島年度で来日を促し、より懇親を

ます。

深める、そのように計画をしております。実施時期が

次に、青少年奉仕委員会の活動方針ですが、本年度
も RYLA の参加をお願いいたしました。当クラブは長年
この青少年指導者養成プログラムに参加いたしておりま

合同クラブ協議会

2019 年 2 月 21 日～ 23 日に決定されました。
以上奉仕プロジェクト委員会、中嶋の活動計画の説明
を終わります。

2017-2018 年度国際奉仕委員会

松本

ユミ

委員長

その翌年が姉妹クラブ締結３５周年という具合に、５年
間のうち３年間は交流年、２年間は休む。というパター
ンになるわけですが、会長によっては交流も深まりイレ
ギュラーの形で訪問した時も数回あったようです。

最

後の交流は締結３５周年を２０１６年九州に於いて（当
クラブからは３５人位の参加）実施しています。しかし、
世代交代も進み日本語のわかる当時のメンバーもほとん
どいなくなっています。また、親善のあり方についても
飲み食いをするだけでよいのかという疑問を持つ会員も
出てきていました。
昨年度の国際奉仕委員会の報告をさせてもらいます。

2017.8.11 の委員会ではこれまで交流に深くかかわっ

当委員会の仕事は２つありました。姉妹クラブ台湾の

てきた会員等をオブザーバーに迎え、今後についてご意

台中港東南 RC との締結見直しについて。もう 1 つはネ

見を頂戴しました。３か月後（2017.11.28）の委員会

パール支援の継続事業でした。

では会長と奉仕プロジェクト委員長に出席をしてもらい

1 つ目の、姉妹クラブとの関係は遡る事、1981 年（昭

意見交換をしました。当委員会としましては、37 年間

和 56 年）2 月 22 日に姉妹クラブ締結書を交わしてい

続いている姉妹クラブということもあり拙速に答え出さ

ます。当クラブ 6 代目の会長のときです。昨年 43 代目

ずに、当委員会だけでなく広く会員の意見も聞き、ま

の会長のときに、姉妹クラブ締結の見直しについて、検

た、周年行事を実施する中で、（今年度は台中港の 40

討して欲しい旨当委員会に託されました。見直しについ

周年、次年度は当クラブの 45 周年になります。）どの

ては、新たな姉妹クラブを視野に入れるということも

ように見直しを図るかを考えていこうということになり

含んでいました。姉妹クラブ締結時から 37 年目になっ

ました。12 月 8 日のクラブ協議会では時間が足りなく、

ていました。当時の会長は双方とも亡くなっています。 2 月 2 日卓話の時間をもらい、広く会員の意見を頂戴し
締結当時は、毎年交流があったようですが、会長 29 代

ました。一部を紹介いたします。

「世代交代しているなかでも交流はできる。英語で通
目あたりになってから毎年は大変なので締結 5 周年毎、 ・
及びそれぞれのクラブ創立 5 周年毎に交流しようとい
うことになったようです。5 年間 1 サイクルとすれば台
中港東南クラブが 35 周年の翌年が柏西クラブ４０周年、

じる。これからも継続していけるのではないか」
・
「親善交流だけでも良いのではないか」 ・ 「これから
も続けてほしい。」

・
「継続に当たっては、両クラブ間で「国際奉仕らしい
何かやって良かった」ということがあったが方がよ
い。
」

の友人にカトマンズの中央郵便局へ取りに行ってもらい
施設に運んでもらいました。
４月 30 日に施設長から礼状と子供たちに衣類等を手

最後に質問：これまで台中港東南ＲＣに行った事の無

渡している写真が届きホッとしたのを覚えています。今

い方で、行ってみたいと思う方に挙手をお願いしたと

回の奉仕活動の中で、子供服・靴等が段ボール 18 個分

ころ、７～８人の挙手がありました。会員多数の意見

も集まったことに感激を致しました。ロータリアンは何

は、姉妹クラブ「継続」でありました。その後の委員会

らかの奉仕活動に喜びと満足感を抱ける人たちの集まり

（2018.2.13）は次年度および次々年度会長・幹事を含
む拡大国際奉仕委員会を開催いたしました。その結果、

なのだと改めて思いました。
ここまでは、支援物資を集めて送り届けることができ

当委員会としては、次の提言をしました。

ました。ということをお話ししましたが、

・次年度（すなわち今年度です）台中港東南 RC ４０周

ここからは、この支援物資を送る作業の中で見えてきた

年行事に出席した折に、改めて今後の交流の仕方につ

プロジェクトとして私が思うところの課題を申し上げま

いて、
「当方の意思と相手側の意思を確認事項または、 す。
覚書または、合意書等の書面に残すこと」の提言を致

① 3 年～ 5 年の中・長期計画を立てるときには、最終

しました。

ビジョンを明らかにし、年次目標を立て、毎年年次目標

・当 委員会の仕事は、会長に託された見直しについて、 の検討・評価（見直し）等行っていく、というというこ
若干の資料と経過説明、そして会員のさまざまな意見

とが必要だと思います。初年度の掛け声は良かったので

を集約させてもらうことです。決定権はございません。 すが、何のために長期継続プロジェクトにしたのか最終
新しい姉妹クラブ締結模索までは手が届きませんでし

目標が見えない、年次目標も決めていない、行き当たり

た。

ばったり。私が委員長を引き継ぐ３か月前、ネパール支

２．ネパール支援事業

援長期継続特別委員会が開催され、その会合の中では３

2015-16 年度、2016-17 年度、2017-18 年度と 3 年

年間でこの委員会は廃止になることが決まっていたとい

にわたる継続支援事業でありました。そもそもは 2015

う話を半年以上経ってから会長から聞きました。３年間

年４月にネパールで起きた地震でした。その４年前にネ

たったらこの特別委員会は廃止になり、其の後は、その

パール人の米山奨学生（マハルジャン・デイネッシュ：

時の会長次第ということになったそうです。

2011.4 ～ 2012.3）を柏西クラブが世話クラブであっ

今後、中・長期計画を本気で実施する場合には、RLI の

たということが、きっかけでした。初年度は森市会長が

参加者テキストに戦略計画とクラブ分析が載っています

率先してネパール長期継続支援プロジェクトとして立ち

ので、ぜひ参考にしたら良いのではないかとと思います。

上げました。2016 年２月に柏西 C 会員８名で支援物資

② 次に費用のことです。当初予算は 15 万円でした。郵

（古着や現地調達した文房具等）を届けに行ってきまし

送料が約 14 万円、受付手数料が約９万７千円、合計

た。私も参加しました。街なかにある小学校２校と山の

２４万円弱かかりました。ネパールというお国柄なので

中腹にある大きな施設、４歳～１５歳くらいまでの子供

しょうか

達約 350 人≪現在は 420 人≫が、親元を離れて生活し

す。マハルジャンの友人からのメールでは、段ボールの

教育も受けている施設ニャンズ・メモリアル・スクール

中を開封され、何故 中古の服を送るのかを厳しく聞か

を訪問してきました。

れたそうです。１箱ごとに張り付けたレターを説明しな

受付手数料が、いい加減としか思えないので

２年目は、嶋田国際奉仕委員長のとき、スポーツ用品

がら交渉した結果、当初段ボール１箱１万円と言われた

と大人の古着を、マハルジャンの友人を通じて支援物資

のが６千円まで下げてくれたということでした。受付の

を最も必要としていると思われるニャンズ・メモリアル・

担当者により変わること、受付手数料そのものが高いと

スクールに航空便で贈りました。

いうことです。会員の善意というだけで単純に贈れない

３年目は私が国際奉仕委員長になりました。前委員長

ということが解りました。支援団体等を通じて送る場合

の提言もあり、子供服の古着古靴を送ろうという事にな

は、受付手数料は無料だということです。個人扱いにな

りまして、２月の例会で会員に呼びかけ、また柏クラブ

るので有料だそうです。

さんのご支援もあって、段ボール 18 個分集まりました。 ※参考

レター（英訳をしたものを使用）

実際には 4 個は乳児用だったので県内の乳児院へ差し

Nyagyur Memorial School へ入所している子供たちへ、

上げ、4 月 7 日に段後ボール 14 個と前年残っていた大

目的：親元から離れて暮らしている子供たちへの援助

人の古着 1 箱と合計 15 個をニャンズ・メモリアル・ス

品物：柏西 RC のメンバーが持ち寄った、子供達のため

クールへ航空便で送りました、前年と同様マハルジャン

に集めた古着・古靴の品物です。４歳～１５歳くらいま

での子供対象です。

制服、水を保管するタンク、パソコン等が書かれていま

※ダンボール１５個のうち１個は、大人の古着です。着

したが、当クラブからこれまでのように一方的に支援す

用していただければ、嬉しいです。

るわけにはいかないと思いました。

2018.4.7

最後に：姉妹クラブ見直しについては、会員の総意ま

国際ロータリークラブ 2790 地区

とめるまで時間がかかりました。ネパール支援物資につ

柏西ロータリークラブ

いては、段ボールへの梱包作業や段ボールの移動、1 箱

会長

金子 正

ごとにレターを貼り付けたりいろいろ手間がかかりまし

③ 今後について
海外の国に対して奉仕活動をする場合は、現地のロー

たが、施設長からの礼状と子供たちに衣類等を渡してい

タリークラブと共同提案者としてグローバル補助金を利

る写真を見た時には、やり終えた。という、どちらも大

用することを目標にした方が良いと思います。

いなる満足感がありました。

施設長の礼状には、支援をお願いしたいものとして、

ご清聴ありがとうございました。

出席報告
会員数

６８名

欠席者

１７名

秋元、長田、影山、後藤、小林直人、小林
正直、東海林、杉山、鈴木一弘、住吉、竹澤、
寺田、細田、升谷、松本隆一郎、森市、柳
会員
出席率

これからの例会予定
月日
曜日 例会
卓話者・他内容
8 月 30 日
金 夜間移動 納涼会
9月7日
金 通常
石井崇会員
9 月 14 日
金 通常
岡島昭信会員
9 月 21 日
金 通常
住吉寿泰会員
9 月 28 日
金 通常
高橋史成様（柏市社会福祉協議
会・地域福祉課課長）

次回の例会は

8 月 31 日 ( 金 ) 夜間移動例会です。

クラブ会報委員／浅野

肇・住田

みゆき・竹澤

雅彦

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

75.00％

ゲスト
橋岡久太郎（RID2790 地区ガバナー）

様

櫛引則彦（地区副幹事長・地区大会実行委員長） 様
佐野忠信（地区幹事）

様

溜川良次（第 11 グループガバナー補佐） 様

欠席報告は、水曜日の正午まで

※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで
※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460) まで

