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国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム

「人類に奉仕するロータリー」

第2570
2570地区
地区 ガバナー 前嶋 修身

「知恵と元気を」

会長方針

「聞いて学び 奉仕のこころを分かち合おう」

会長 龍山 利道

副会長 吉原 良一

幹事 陣野壮太郎

第２００９回例会 ４月第２週 ４月１３日（木）

通常例会 『クラブ協議会』 次年度に向けて
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

次に、留学生の選考にあたっては、選考過程に

点

鐘 会

龍山 利道

ついては一切報告がないため、結果のみを受諾す

長

ソ ン グ 「我らの生業」

るのが現状であり、次期募集についても同様のよ
うです。これらのことを踏まえ、当クラブではど

会長の時間 会長 龍山 利道

のような方針を持つべきなのか、早急に検討して
いきたいと思います。

幹事報告

幹事

陣野壮太郎

みなさんようこそお越しくださいました。
さて、来月より第４８期青少年交換留学生の募集
が行われます。このプログラムにおいて推薦クラ
ブの責任や費用についてなど様々な問題点が指摘
されています。
まず、費用についてグループで平均的に負担し
ていこう、という案が出されましたが、統一的な
理解には至っておりません。しかしながら、地区
委員会からは次年度の予算を計上して欲しい、と
いう要請があり、これに対してはグループ内各ク
ラブにて協議中、という現状です。

１、地区事務所より３受信
１）２０１７年地区研修協議会部会名変更と出
席のお願い
ＲＬＩ部会⇒研修部会
２）２０１７年地区研修協議、当日の持ち物の
案内
３）ハイライトよねやま２０５号
１、西那須野ロータリークラブより週報拝受

委員会報告
親睦活動委員会

委員長

「ロータリーの森」奉仕活動ご協力のお願い
石原

勇介

日時：平成５月２７日（土）１０時～１２時
集合１０時（時間厳守）
場所：秩父市羊山公園内「ロータリーの森」
＊駐車場は用意致します。
鉄道で来られる方は、
西武鉄道西武秩父駅より徒歩１５分
秩父鉄道お花畑駅より徒歩２０分
服装：作業が出来る服装
登録料：1人／２，０００円

４月度会員親睦会のお誘い

１クラブ２名以上

日時：４月２７日（木）１９時～
場所：イタリアンテ「パーシモン」
会費：５，０００円

国際奉仕委員会

委員長

鈴木

明子

スマイル

親睦活動委員会

委員 忍田

昇一

ネパール奨学支援金ご協力のお願い
皆様ご存じの事と存じますが、ネパールの貧し
くて小学校に通えない子供たちに学費援助をする
募金協力活動です。そして、毎年、募金にご協力
頂いた皆様には、学費援助を受けた子供から、お
礼のお手紙と写真が届いております。是非ご覧く
ださい。今年度も「ネパール奨学支援金」にご協
力の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
一口：８，６００円

大塚 雄造会員 先日は、５０周年祝賀会に多く
の会員のご出席ありがとうございました。今後と
も宜しくお願い申し上げます。
龍山 利道会員 本日は、クラブ協議会です。皆
様よろしくお願いします。
陣野壮太郎会員

社会奉仕委員会

委員長

神谷

浩一

石原会長エレクト宜しくお願い

します。
石原 勇介会員 本日、宜しくお願い致します。
細沼 哲夫会員・岡野 元昭会員・宮川 勝平会員
金子 幸男会員・森田 輝雄会員・並木

傑 会員

神谷 億文会員・本木 英朗会員・松岡 昌宏会員
小泉 哲也会員・忍田 昇一会員
『石原勇介会長エレクト、次年度に向けてのクラ
ブ協議会宜しくお願い致します。』

クラブ協議会

「次年度に向けて」

本年度のテーマを「繋げよう仲間の絆、広げよ
う奉仕の和」と掲げさせていただきました、我が

会長エレクト

石原

勇介

クラブの魅力は例会や対外活動はもちろん、会員
同士の交流が世代を超えても活発に行われている
事です。会員増強の基礎は絆を繋げていく事。
そして現在まで行われている奉仕活動を継続しつ
つ、新たに「プラスワン」の要素を付け足して、
奉仕の幅を広げる事に力を入れて実践して参りた
いと考えております。これからも皆様からたくさ
んのご指導を頂きながら、より良い次年度方針を
考えたく思っておりますので何卒よろしくお願い

2017-2018年度会長方針発表

申し上げます。

「繋げよう仲間の絆、広げよう奉仕の和」

クラブ年度方針
① 会員継続と会員増強の推進（２名以上）

新座ロータリークラブは、１９７５年６月に朝
霞ロータリークラブを親クラブとして創立されま
した。本年、４４年目を迎えます。
この間、チャーターメンバーを始めとする会員の
努力とたゆまぬ奉仕活動の積み重ねによって着実
に発展を遂げてまいりました。
この名誉ある新座ロータリークラブの会長を務め
させて頂くことは、誠に光栄であると共に、その
重責の重さに身の引き締まる思いでございます。

新座ロータリークラブの魅力を語り、会員
増強に繋げよう。
② 例会の活性化
和をもって例会参加率の向上をはかる
③ 五大奉仕活動の継続と充実
特に対外の奉仕活動をブラシュアップ
し、理想に近づく奉仕活動を目指す。
④ 定款細則の改訂
ＲＩの３ヵ年計画に則し、新座ロータリー

何卒、会員の皆様方の温かいご指導ご協力を賜り
ますよう宜しくお願い申し上げます

にあった細則改訂を行う。
⑤ ４５周年へ向けての取り組み
Ｒ財団補助金を活用して公共への寄付事業

さて、２０１７年度～２０１８年度ＲＩ会長であるイ
アン

Ｈ・Ｓ・ライズリー様は「ロータリー：変

の準備を行う。

化をもたらす」と会長テーマを掲げられました。

以上、２０１７年度会長方針の発表があり、今後

これはロータリーの魅力を創造し、実践すること

の「青少年交換留学生の募集」に係る新座ロータ

によって自己の成長、クラブの活性化、地域社会

リークラブの対応について意見交換を行った。

への幸福実現」へと繋がる物と理解できると思い
ます。そして地域性やクラブの特性、各会員の特
徴、個性を活かして独自の奉仕の形を重んじ、誰

ロータリー財団奨学生近況報告

かの人生をより良くする事で、ロータリアンとし

ジョセフエグベ ハーモニー

ての充実感を得る事が重要だと説いております。

お久しぶりです。２５７０地区のグローバル補
次に、第２５７０地区のテーマですが「ＲＩ戦略
計画を皆で一緒に実行しよう！！」です。
細井保雄ガバナーの方針は各クラブ、会員各位の
特徴を活かして、ＲＩ戦略計画を推進し地区全体
の活性化を図る事を掲げておられます。

助金奨学生としてロンドン大学アジア・アフリカ
研究学院に留学している、ジョセフエグベ

ハー

モニィです。今回は、大学院の授業、ロータリー
の活動とインターンについてご紹介したいと思い
ます。

私は移民とディアスポラ学を専攻しています。

でみんなと仲よくなりました。

１学期目にはアフリカからアメリカ、中米、カリ

学業外では、時間があるときにＮＧＯでイン

ブなどへの奴隷としての移民の歴史、南アジアか

ターンをしています。ロンドンにある小学校に行

らカリブ、中東、アフリカへの地域への契約移

き、社会の時間に偏見／ステレオタイプ、メディ

民、ディアスポラの意味などについて学び、議論

アリテラシーについてワークショップを行ってい

をしました。 ２学期目には境界や移民のコミュ

ます。ロンドンの小学校は今多くの生徒が移民の

ニティーの音楽や食のカルチャーについて学んで

親を持っています。インターンを通して、ロンド

います。

ンのさまざまな地域に住んでいるコミュニティや

つい先週、移民と音楽の担当になり、代々木公園

生徒と関わることで自分の学業にも触れることが

や日比谷公園で毎夏開催されるジャマイカンフェ

できていろいろ学ばせていただいています。

スティバルについてプレゼンテーションをして、
ロンドンでのロータリーのホストクラブはウェ

日本でアフリカやカリブ系のカルチャーが発信さ
れていること、またアフリカ系の移民がいること

ストミンスターインターナショナルＲＣです。

にみんな興味をもっていました。やはりイギリス

何回か例会に参加させていただきました。そのと

のＥＵ脱退やトランプ氏の大統領就任もあり、移

きの写真です。

（学友ニュース２月号より）

民学を今学んでとてもタイムリーな気がしていま
す。トランプ氏の大統領就任後の１月２１日に世
界的にWomen’s Marchがあり、私もロンドンで参
加してきました。特定の国の人を入国できないよ
うにするのは人種差別であり人々の人権を守るた
め／守られるまでサポートしていきたいと思って
います。
イギリスに留学しているロータリーの奨学生と
はオリエンテーションでウォリックに行き、そこ

４・５月のプログラム

委員長

宮川

勝平

２７日（木） 夜間例会 「４月度会員親睦会」 １９時
パーシモン
５/４日（木） 例会取消（祝日につき）
１１日（木） 通常例会 「卓話」 大塚誠一会員
１８日（木） 通常例会 「外部卓話」 浅田進地区委員
２５日（木） 夜間例会 「５月度会員親睦会」 １９時

☆例会出席は会 員の義務です
欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう

出席報告

委員長

神谷

稔

H２９.４.１３

出席 １７名 欠席 ６名
会員数２８名 出 席 率 ７３．９１％
（免除者５名） 修正出席率 例会取消

クラブからの連絡
★ネパール奨学支援金にご協力を！
一口：８，６００円
★４月度会員親睦会出席のお願い
４月２７日（木） １９時 パーシモン

新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話
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