
 

 

2019 年 3 月 27 日 【第 1133 回】 

3月 27日の卓話 3月 13日の出席率 4月 3日の卓話 

 
「江戸川区政における主な取り組

みと今後の課題について」 

江戸川区議会議員 
江戸川区議会自民党筆頭副幹事長 

大西洋平様（東京臨海 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       36名 

会員出席者数       22名 

会員欠席者数    14名 

本日の出席率     64.71％ 

前々回訂正出席率 71.43％ 

 

「クラブミーティング」 

 

 

 

≪第 1132 回例会報告 2019 年 3 月 13 日≫ 

司会：笹本会員 

■点鐘：本多会長 

■ロータリーソング斉唱「我等の生業」 

：ソングリーダー 白幡会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会長 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：本多会長 

地区国際大会推進委員会委員長  

ベルマン・ピーター様（東京江北ＲＣ） 

■ビジター紹介：勝間田会員 

 塩井 薫様（東京葛飾 RC） 

 竹安栄治郎様（井上会員ゲスト） 

■3月のお祝い：親睦委員会 佐久間裕章委員長 

・会員誕生日 酒井教吉会員、今井忠会員 

・奥様誕生日 該当者いらっしゃいません。 

・結婚記念日 山田晃久会員、佐藤正樹会員 

・出席 100％ 4年・・・佐藤正樹会員 

・「誕生日の歌」：ソングリーダー：佐久間裕章会員 

・１分間スピーチ：酒井会員：62歳になりました。良

く 50歳と言われます。私は若いんだ！と生活してい

ます。バギオ基金の会長とゴルフに行きました。83

歳でスコアが 110 なんです！なんて凄いことだと思

いました。臨海 RCにいると若さを保てます。私も頑

張ります。 

■会長報告：本多会長 

・本日は、国際奉仕部門フォーラム開催の為、卓話は

なく、例会を 1時に終了させて頂きます。 

・RE-5（3月 5日（火）開催）参加報告。 

・2021-2022 年度当地区ガバナー（ガバナーノミニー

デジグネート）は、地区指名委員会の指名通り、東

京麹町 RCの若林英博（わかばやし ひでひろ）様に

決定しました。 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・3 月の理事役員会報告を 3 月 8 日、会員皆様へメー

ルにて送付致しました。 

・東京臨海西 RCの国際ロータリー加盟認証状伝達式が

5月 11日（土）に開催されます。是非、会員皆様に

ご出席頂きたく、3 月 27 日までに東京臨海 RC 宛お

申込お願い致します。 

・RE-5 懇親ゴルフコンペが 4 月 12 日（金）大栄カン

トリークラブで開催されます。お申込は、本日中に

お願い致します。 

・ロータリーの友 3 月号を 3 月 5 日の例会時、メール

ボックスに配布しました。 

■委員会報告 

・国際奉仕委員会（酒井委員長） 
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国際奉仕部門フォーラムを本日例会後、休憩を挟ん

で 1時 5分よりこの会場で開催致します。 

■出席状況報告：村社会員 

⇒詳細 1頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：小松会員 

(ご意向)本日は、宜しくお願い致します。：ハンブルグ

国際大会参加推進委員長 ベルマン・ピーター様（東

京江北 RC） 

(ご意向)ベルマン・ピーター様、国際奉仕部門フォー

ラム、宜しくお願い致します。：本多会長、佐藤正樹

副会長、佐藤大輔幹事、酒井国際奉仕委員長、入澤

会員、井上会員、須藤会員、勝間田会員、村社会員、

田村会員、笹本会員、篠塚慎之介会員、杉浦会員、

中村会員、小松会員 

＊ベルマン・ピーター様より、お車代をニコニコに頂

戴致しました。 

■卓話 本日、卓話はありません。1 時 5 分より国際

奉仕部門フォーラムを開催致します。 

■点鐘：本多会長 

＜＜国際奉仕部門フォーラム＞＞ 

酒井国際奉仕委員長：ロータリーの目的をご存知です

か。世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、

平和を推進すること。私の国際奉仕委員会の活動方

針の中で、「奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネ

ットワークを通じて」というテーマを大命題として、

当クラブの会員一人一人が少しずつでも理解できる

ように、実際の活動を通じて感じ取っていただける

よう努力していきたいと思います。それぞれのクラ

ブによって、草の根的な活動が出来たときに、ロー

タリー全体としてその目的が達成できるんだと確信

しております。先ずは当クラブの全員が国際奉仕を

肌で感じることがスタートだと思っております。 

ＤＶＤ視聴 「バギオ基金の意義」 

国際大会について 

ベルマン・ピーター様（地区国際大会推進委員会委員

長）：ドイツハンブルグ国際大会に沢山の参加表明を

ありがとうごさいます。日本語版のホームページも

ご用意しておりますので、最新情報を確認してくだ

さい。まず国際大会の目的ですが、国際レベルにお

いてロータリアンを鼓舞し、啓発することである。

世界中から集まったクラブ代議員が、会長や RI理事

を含む、来る年度の RI役員を選挙する。などござい

ます。国際大会の魅力をご紹介いたします。世界中

から何千のロータリアンが集まりまして、親睦と奉

仕を通じてよい世界を作るという共通の目標を持つ

仲間たちの出会いを是非お楽しみください。会場に

はインスピレーションがあふれています。様々な人

との交流を通じて、奉仕活動の新しいアイデアを生

むことが出来ます。様々な文化会に参加して刺激を

得るのも良いです。国際大会に参加することで、真

の国際性を実感できます。言葉や文化が違っても、

奉仕と親睦という共通した絆で結びついているのが

我々ロータリーファミリーでございます。ここで出

会いが一生友情に繋がることもあります。より良い

地域づくりのヒントがございます。人を集める方法

や、クラブで実践できるアイデアなども学ぶことが

出来ます。大会出席者が集まる、友愛の家で様々な

活動を行っています。エンターテイメント、掲示、

展示、食事などもできます。様々なテーマでブース

を設けておりますので、共通の目的を持った友人と

出会えることでしょう。また海外のロータリーグッ

ズも購入が出来ます。次の国際大会はハワイです。

ホノルル国際大会にその場で登録すると、特別な割

引があります。 
【17件 53,000円  累計 1,546,241円】 
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杉浦ロータリー財団地区補助金委員・次期副委員長 

グローバル及び地区補助金について：寄付を活用し

て、補助金を使って世の中にいいことをしましょう。

その制度を二つに分けると、グローバル補助金と地

区補助金があります。グローバル補助金は、規模の

大きな内容となります。ハードルが高く、条件が三

つあります。実施国と援助国の RCがパートナーとな

ること。事業規模が 3 万ドル以上であること。（300

万円以上）最後が以下の 6 つの重点分野のいずれか

に関わること（1平和と紛争予防・解決の内容 2母

子の健康 3 疾病予防と治療 4 基本的教育と識字

率の向上 5水と衛生 6経済と地域社会の発展）申

請は一年中していますが、実際は数が少ない現状で

す。2015-2016で東京新都心 RCが援助国としてネパ

ールの RCと水を運ぶのに大変な地域に井戸を 200か

所掘ったとの事です。この規模で 4 万ドルでした。

前年度の吉田ガバナーのクラブでした。その後、日

本の RCに打診はあるのですが実施していません。そ

して地区補助金という制度です。1 年以内に完了す

る小規模な活動に対しての補助金です。上限額が 60

万円です。前年度まで 40万円でした。プロジェクト

全体の総費用の 80％までが支給されます。実施国は

日本でも海外でも構いません。援助国の連携は必要

ないのでクラブだけで進めることが出来ます。当ク

ラブでは、フィリピンバギオの小学校に浄水器を設

置するというプロジェクトを達成しました。東江戸

川 RCがミャンマーに小学校を建設をしており、2校

着手しております。弱者救済が目的となります。地

域の緊急ニーズに対応する活動。多団体が実施して

いる活動には参加できません。単なる文化的な活動

にも出ません。現金での寄付も禁止です。2580地区

は 25クラブ程申請があります。地区補助金の資金源

はロータリー財団への寄付です。年次基金の 3 年前

に集めたお金が、3 年運用して 3 年後に地区に半分

戻ってきます。それを活用しています。寄付をする

のも奉仕活動になりますので宜しくお願い致します。 

入澤ロータリー財団担当委員 ロータリー財団につい

て：世界中から寄付された財産の集まりである。年

次基金、恒久基金、ポリオ基金などがあります。寄

付の認証ですが、ロータリー財団に寄付していただ

ければ寄付認証ができます。寄付の累計が加算され

ていく。ポールハリスフェローなどがある。当クラ

ブでは 10人 PHFがいる。寄付により様々な称号があ

ります。確定申告の時に寄付控除ができます。毎月

寄付を募っていますので宜しくお願い致します。 

田村国際奉仕副委員長 姉妹クラブについて：当クラ

ブの姉妹クラブは 2 つ 手帳の後ろに記載していま

す。台北仁愛 RCとは、当クラブ創立の翌年、姉妹ク

ラブとして締結し、2 年おきに締結をしています。

バギオサマーキャピタル RCも姉妹クラブです。名古

屋城北 RC は台北仁愛 RC と姉妹クラブであり、当ク

ラブとは友好クラブとして仲良くしています。バギ

オに寄付したことにより、様々な寄付に繋がってい

ければよいと思います。臨海東 RCは毎年福祉施設に

支援を地区補助金を使用して行っています。是非補

助金を活用して、友好クラブや様々な姉妹クラブと

交流を図ってみてください。 

感想 

舛本委員：バギオ旅行に参加して、基金や歴史の意味

を知りました。本日のＤＶＤで新たな情報を知りえ

ました。3.8憶の基金で 3600名の方の支援をしてい

ると書かれてあった。そこから成長して看護師や、

ローターアクトの会長となられた人がいたりと、活

躍をされていることをみて、良いことだと感じまし

た。次期国際奉仕委員長として頑張ります。 

笹本委員：国際奉仕のことを様々な方面より勉強させ

ていただき、理解を深めました。新しく何か国際奉

仕ができるきっかけになればいいと思いました。 

杉浦会員：バギオは 3 回、国際大会は初参加です。肌

で感じることが大事で、まずは参加して体験します。 
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村社会員：まだどこへも参加できていませんが、勉強

していく所存です。 

勝間田会員：職業奉仕、社会奉仕は自分でも頑張って

います。国際奉仕はまだまだですが、皆様とともに

頑張っていきます。 

井上会員：勉強頑張っています。週報を宜しくお願い

いたします。 

白幡会員：ロータリーは凄いことをやっているんだと

理解できました。様々な活動に参加したいと思いま

す。仲間と一緒に楽しくやって行きたいです。 

篠塚慎之介会員：各イベントに参加いたします。体験

していきたいと思います。 

鈴木会員：姉妹提携も友好でよいです。バギオ基金も

やっていますが、カンボジアの地雷撤去、タイの植

林とかもやっていました。ポリオ撲滅もそうです。

国際奉仕は負の遺産に対しての後処理的な部分もい

っぱいありました。バギオも行って頂いて、負の遺

産の跡もありますが、若い人たちが奨学金を得て世

界に羽ばたくことも良いと思っています。 

入澤会員：前年度は国際奉仕委員長をしていました。

目標として世界平和があります。その為に色々な活

動をしています。交流が大切です。 

須藤会員：バギオのＤＶＤもわかりやすかったです。

ベルマンさんの流暢な日本語にびっくりしました。 

田村会員：子クラブ等含め世界大会に参加いたします。

ロータリーの友へバギオは年に 2 回掲載しています。

オレンジボールのことも載せたいということもあり

ますので、頑張っていきたいと思います。国際大会

にも皆様是非ご参加ください。 

佐藤大輔幹事：わかりやすいフォーラムでした。国際

奉仕は多岐にわたっておりますので、全部は難しい

ですが、どこか好きなところを見つけて参加できれ

ばと思います。きっかけは様々ですが、何か一つ見

つけてみてください。 

本多会長：新会員が入ってきて、先輩方の知識向上も

あり、様々なところで安心できてきています。姉妹

クラブや友好クラブも関わってくると、分かってく

る部分があります。一歩一歩進んでいってください。 

酒井会員：入り方は様々ですが、何か一つ参加してみ

てください。一つ一つ興味を持っていただき、肌で

感じてみてください。 

佐藤正樹副会長：国際大会は韓国に行きました。バギ

オの浄水器には携わってはいませんが、財団に関し

てはお金だけですが参加させていただいています。

若手に安心して活動していただけるよう頑張ります。

体験すること、参加することの大切さを再認識いた

しました。ロータリー活動に役立てていければと思

います。 

 

 


