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国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー 『ロータリーは世界をつなぐ』
第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 鈴木 秀憲 『 未来へつなぐ』『変える』
会長方針

『 時代の変化に対応し クラブとその思いを未来へつなぐ 』

会長 陣野壮太郎

副会長 吉原 良一

幹事 石原 勇介

第２１１９回例会 １１月第２週 １１月１４日（木）

通常例会

「Ｒ財団月間」 に因んで パートⅠ Ｒ財団学友 横田さやか様

司

会 親睦活動委員

小泉 哲也

候補生の指導にあたって頂き大変お世話になって

点

鐘 会長

陣野壮太郎

おりました。前年度も小西亜季さんがお世話にな

ソ ン グ 「我らの生業」
ゲ ス ト 横田さやか様
ビ ジ ター 松川
大澤

りました。担当の地区役員としても大変お世話に
Ｒ財団学友会副会長

なっております。横田さんの卓話、とても楽しみ

厚子様（和光）ＲＩ第２５７０地区

にしておりました。また松川ガバナー補佐はじめ

第２グループ ガバナー補佐

多くの第二グループ会員様のご参加感謝します。

衞 様（和光）

さて、そのロータリー財団で９月より留学してお

第２グループＩＭ実行委員長

ります我がクラブ所属の小西亜季さんよりタイミ

戸髙

健司様（新座こぶし）会長

ング良く数日前に連絡ありましたので後程ご紹介

山田

一郎様（新座こぶし）幹事

させていただきます。

宮原

克平様（志木）ＲＩ第２５７０地区

Ｒ財団委員会奨学学友平和フェロー
宮原

今月はロータリー財団月間です。皆様どうぞ宜
しくお願い申し上げます！！

俊介様（志木）

会長の時間 会長 陣野壮太郎

やっと、とうとう学友の横田さんにお越し頂け
ました。実は我がクラブが担当したハーモニィさ
んの時から横田さんは学友のリーダーとして奨学

幹事報告 幹事 石原 勇介

１、地区事務所より３件受信
１）第７回日台ロータリー親善会議福岡大会
期日：２０２０年３月６日（金） 登録：１０時～

場所：ホテルニューオータニ博多

米山記念奨学委員会

委員長 神谷

億文

２）学友会ニュース第４号Ｒ財団奨学生近況報

米山記念奨学寄付金ご協力のお願い

告受信
３）ハイライトよねやま２３６号

会員の皆様、米山寄付金にご協力の程宜しくお

１、新座市青少年市民会議第３回理事会議事録

願い申し上げます。

１、例会変更（和光・富士見）各ロータリークラ

＊米山寄付金 １０,０００円

希望

ブより拝受
１、富士見ロータリークラブより会報拝受

スマイル報告

委員会報告

Ｒ財団委員会

親睦活動委員会

委員長

萩原

委員

鈴木

明子

勇

松川 厚子様（和光）本日はありがとうございま
した。横田さやか様の卓話を楽しみにやってきま
した。補佐訪問では大変お世話になり厚く御礼申

１１月はロータリー財団月間です。

し上げます。本日は宜しくお願い致します。

クラブ目標は２，９００ドルです。
お一人 Ｒ財団寄付金 １００ドル １０，８００円

大澤

衞 様（和光）お世話になります。

宮原 克平様（志木）久し振りのメイキャップで

★目標達成にご協力をお願い申し上げます。

す。宜しくお願いします。
宮原 俊介様（志木）初めてメイクアップさせて

親睦活動委員会

委員長

宮川

勝平

「１１月度会員親睦委員会」のお知らせ
日時：１１月２８日（木）１９時～
場所：リストランテ「パーシモン」
会費：５，０００円
★１１月２８日（木）１８時より
親睦活動委員会第２回炉辺会合を行います
「クリスマス家族例会」お知らせ

頂きました。本日は宜しくお願い致します。
戸髙 健司様（新座こぶし）本年度も会長をやら
させて頂いております。ご挨拶が遅くなって申し
訳ございません。どうぞ宜しくお願い致します。
山田 一郎様（新座こぶし）本日はお世話になり
ます。
陣野壮太郎会員 横田さんを迎え地区役員をやっ
てきた私としては感激です。そして松川ガバナー
補佐をはじめ第２グループからご出席の皆様あり

日 時：１２月１４日（土）１８時から２０時

がとうございます。横田さんの卓話楽しみにして

場 所：ベルセゾン ４Ｆ

おります。

「高砂」

参加費：会員１０，０００円

石原 勇介会員 第２５７０地区Ｒ財団学友会副

ご家族（高校生含む）８，０００円（コース料理）

会長横田さやか様ようこそお越し頂き、ありがと

中学生～小学生高学年（５～６年生）４，０００円

うございます。そして松川ガバナー補佐を始めと

小学４年生以下無料★中学生以下はバイキング

する第２グループ会員の皆様ようこそ新座ロータ

★ご家族をお誘いして是非ご参加下さい。

リークラブへお越し頂きありがとうございます。

萩原

勇 会員 戸髙会長、山田幹事ようこそ。

予定の候補生の為、イタリアの受入地区ガバナー

本日はどうぞ宜しくお願いします。

を始め地区ロータリアンの方々との連絡の翻訳を

森田 輝雄会員 ようこそ新座クラブへ！財団の

担当するなど、“架け橋”となりお役に立てるよ

意義を再確認しましょう。

う努めております。

鈴木 明子会員 Ｒ財団学友会副会長横田さやか

今ではイタリア語を専門とし研究に精進する

様、本日は卓話よろしくお願い致します。

日々ですが、なかでも昨年より非常に意義のある

神谷

仕事のご縁をいただいております。

稔 会員・並木 傑 会員・金子 幸男会員

岡野 元昭会員・細沼 哲夫会員・並木 傑 会員
岡本比呂志会員・ 本木 英朗会員・小泉 哲也会員
森

克巳会員・髙𣘺 遼太会員

イタリアは、精神病院を閉鎖した国、日本は先
進国中もっとも精神科病床数の多い国であり、そ
れぞれの現状は対照をなしています。精神障がい

『Ｒ財団学友会副会長横田さやか様ようこそ新座
クラブへ！卓話楽しみにしております。松川ガバ
ナー補佐を始めとする第２グループ会員の皆オー
プン例会へお越し頂きありがとうございます。
どうぞ宜しくお願い致します』

の治療を必要とする人が、地域に暮らしながらケ
アを受けるか、閉鎖病棟に入院するかの違い、あ
るいは人権が守られるか、拘束されるかの違いと
言い換えてもよいでしょう。
ボローニャには、アルテ・エ・サルーテという
劇団があります。劇場と契約を結ぶ才能あるプロ

卓話 「Ｒ財団月間」に因んで

の役者たちは、いっぽうで、精神障がいの治療を
受ける人たちです。つまり、かれらはれっきとし

国際ロータリー第２５７０地区
Ｒ財団学友会副会長

た職業に就き、社会で自立しているのです。この

横田さやか

日本学術振興会（イタリア芸術専門）特別研究員

劇団アルテ・エ・サルーテは、ＮＰＯ法人東京ソ
テリアの招聘により昨年日本公演を成功させ、日
本の当事者や医療関係者を強く力づけました。
その際、わたくしはイタリア語による芝居「マ
ラー／サド」の上演のための字幕を作成し、劇団
滞在中の通訳を務めました。ひとつの役目はもち
ろん言葉の“架け橋”となることでした。
けれど、もうひとつのより意義ある役目は、障が
いの有無を隔てる塀を越える“架け橋”にもなる

学友会副会長横田さやかと申します。

ことでした。（このプロジェクトは国内の複数の

２００９－２０１０年度国際親善奨学生として、川越

新聞に取り上げられ、来年度パラリンピック開催

小江戸ロータリークラブよりご推薦頂き、イタリ

期に合わせ、日本再公演が予定されています。）

アのミラノ大学へ留学いたしました。２５７０地区

「ロータリーは世界をつなぐ」という本年度の

学友会を代表して新座ロータリークラブの皆さま

テーマが示唆する「世界」とは、なにも国境や文

へご挨拶できるご縁を大変ありがたく受けとめて

化ばかりを意味するのではないかもしれません。

おります。

偏見により隔たれたあちらとこちらの世界をもつ

２５７０地区学友会は、専門分野、留学先地域、研

なぐことができるのかもしれません。

究使用言語において実に多様な、日本のみならず

ちょうど１０年前のロータリー財団奨学生として

世界のブレインとなり活躍している人材の集まり

の経験は、わたくし自身も世界をつなぐ実践者と

です。そのなかで、わたくしは微力ではございま

なる基盤を築くものであったと、改めて実感いた

すが、奨学候補生と地区ロータリアンの皆さまを

します。

つなぐサポート役を務め、また、イタリア留学

１１月は「Ｒ財団月間」です

きっとわかるはず
あなたのような支援者が

ロータリー財団月間に寄せて
国際ロータリー第２５７０地区
ロータリー財団委員会委員長

ロータリーの活動に欠かせないことが
あなたは思いやりのある人たちの国際的ネット

茂木

聡

ワークの一員です
２００以上の国々で

( ガバナー月信より抜粋)

２０１８－１９年度に３億９５００万ドルの寄付
かつて

ポール・ハリスはビジョンを描きました

かつて アーチ・クランフは夢を抱きました

が寄せられました
あなたの献身のおかげで財団の活動が可能になり

かつて ロータリアンはポリオの根絶を誓いました
今もそれは引き継がれています。

ます
あなたの熱意のおかげでロータリーのストーリー

昨年…この家族は安全な水が飲めるようになりま
した

が世界に伝わります
あなたの思いやりのおかげでロータリー活動が後

先月…この子は読み書きができるようになりまし
た

世に引き継がれます
ありがとうございます

先週…この女性はビジネスを立ち上げました

未来は

昨日…この学生たちは平和を築く方法を学びまし

今、形づくられます

た

（Vimeo 「未来は今つくられる」より）

そして今日からこの子は

ポリオにかからずに

育っていきます

「ロータリー会員からの寄付が世界でよいことを

これらのストーリーが何万倍もあると想像してく

行う財団のプログラムを支えていること、ロータ

ださい

リー財団は私たち一人ひとりのものであること」

１１・１２月のプログラム

委員長

岡野

元昭

2８日（木） 夜間例会 「１１月度会員親睦会」 １９時
リストランテ「パーシモン」
12/5 （木） 通常例会 「年次総会・クラブ協議会」
１２日（木） 通常例会 「月間に因んで」 増渕会員
１４日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時

出席報告

委員長

髙𣘺 遼太

Ｒ１.１１.１４

出席 １７名 欠席 ６名
会員数２９名 出 席 率 ７３．９１％
（免除者６名） 修正出席率 ８２．６１％

クラブからの連絡

１９日（木） 例会取消 「クリスマス家族例会」に振替

１２月１４日（土） 「クリスマス家族例会」

２６日（木） 移動例会 「平林寺参拝」

★場所：ベルセゾン ４階 「高砂」 １８時
★親睦委員会は会場設営の為１７時集合

☆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

★出欠を事務局に連絡して下さい

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

０４８ (４７３)７０４１

ＦＡＸ

０４８ (４７３)９２２１

Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp

