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第2714例会	 平成 28 年 4 月 27 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 村山 輝忠 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「手に手つないで」

出席報告 世良 俊昭 出席委員長

会員数 58 名 出席 35 名 欠席 23 名
（対象外 7 名） 出席率 68.63%
前々回訂正 欠席 25 名 MAKE UP 9 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 79.25%
欠席者

クルーズ君 花田君 波木井君 濱田君 生垣君 
小林（政）君 貝田君 上山君 宮崎君 溝淵君 
松尾君 茂木君 三平君 野口（哲）君 重田君 
関君 相良君 色摩君 渡邊（敏）君 渡辺（伸）君 
藁科君 米山君 山川君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 先週に引き続き「2016 熊本地震義援金」募金箱を

回します。皆様のご協力をお願いいたします。

2. 地区より「2016 年エクアドル地震義援金」の協力
依頼がきております。
※ 当地区（2590 地区）は、日本の 34 地区の中で唯一、

エクアドル（4400 地区）と長年にわたりロータ
リー青少年交換プログラムを続けており、深く交
流があります。

3. 川崎宮前 RC より、IM（INTER-CITY MEETING）の
記録 DVD が届きました。全会員分お送りいただき
ましたので、お持ち帰りください。

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 5 月のロータリーレート　1 ドル＝ 110 円

2. 横浜東 RAC より、例会のご案内
• 5 月 1 日（日）15：00 ～ 16：00  總持寺正門前 
「米山梅吉氏墓石清掃」登録料：無料

• 5 月 17 日（火）20：00 ～ 21：30 
ホテルキャメロットジャパン 
社会奉仕委員会担当「スピーチコンテスト（仮）」

3. 他クラブ例会臨時変更
●川崎麻生 RC

5 月 6 日（金）休会
5 月 20 日⇒ 22 日（日）～ 23 日（月） 

会長幹事ご苦労様会　グランドエクシブ初島
●川崎高津 RC

5 月 12 日⇒ 14 日（土）10：00 ～ 16：00
　溝口駅前広場にて献血活動
5 月 19 日⇒ 20 日（金）
　養護学校慰問
6 月 2 日⇒ 5 日（日）9：00 ～ 
　多摩川清掃活動

●川崎南 RC
5 月 31 日（火）　夜間例会
　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ
　点鐘 18：30
6 月 28 日（火）　休会

4. 本日例会終了後、クラブ協議会を開催
全会員出席にて行います。

5. 例会のご案内
5 月 4 日（水・祝）　休会
5 月 11 日（水） 通常例会　クイーン・アリス日吉
　点鐘 12：30　現・次期ガバナー補佐来会
　例会前 11：30 ～　理事会開催
　例会後 13：45 ～　被選クラブ協議会開催

委員会報告 横山 芳春 ゴルフ同好会 幹事
第 4 回 柳澤会長杯
　6 月 13 日（月）に第 4 回 柳澤会長杯を開催します。
　奮ってご参加ください。



クラブフォーラム 国際奉仕委員会

松山 直樹 国際奉仕委員長
『ロータリーの国際奉仕』

本日は、地区国際奉仕委員会の資料と、国際ロータリー
の web サイトに公開されているビデオを紹介しながら、
国際奉仕についてお話しいたします。まずはこちらの
ビデオをご覧ください。
ビデオ『人々の心に触れた 100 年』

国際奉仕の基本方針
ロータリーの国際奉仕が目指していることは、「奉仕の
理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の世界的
親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する
ことである。」と、RI 定款第 4 条に記載されています。

「世界中に広がるその国の伝統や生活習慣、文化や宗教
といった様々な違いを乗り越え、ロータリアンの目標で
ある世界平和を推進して行かなければならない。」「ロー
タリーは国際奉仕を通じ、ロータリアンの世界的親交
によって国際理解と親善、世界平和を推進していく。」

「経済的支援ばかりでなく、ロータリアンの相互理解や
親交によって国際間の理解と平和を推進していく。」が、
国際奉仕の基本方針です。

国際奉仕の歴史的経緯
国際奉仕の歴史的経緯ですが、初期のロータリーには
今日の人道的奉仕活動を主体とした国際奉仕の概念は
ありませんでした。第一次世界大戦の 1917 年頃よりア
メリカやカナダ、ヨーロッパのロータリークラブが各
地の避難民や傷病兵、復員してくる軍人に対するボラ
ンティア活動や物資援助を行うなど歴史的背景を受け
て、1922 年に綱領として国際奉仕の概念が、正式に明
文化されました。

国際奉仕の 5 つの分野
国際奉仕には 5 つの分野があります。1 つ目は、「世界

社会奉仕活動（WCS ： World Community Service）」です。
WCS とは、「国や行政が地域社会のニーズを満たせない
発展途上国や開発途上で、ロータリークラブも資金の
制約等で奉仕活動できない場合に、海外の地区やクラ
ブと協力して奉仕活動を行うこと」です。
ここで WCS 活動に関するビデオをご覧ください。
ビデオ『Hacer el bien en Ghana』
2 つ目は、「国際レベルの教育および文化活動」です。
活動内容は・ロータリー友情交換・世界ネットワーク
活動グループ・ロータリー青少年交換・国際親善奨学生・
米山奨学生・留学生との交流・災害時に対する緊急援
助です。
3 つ目は、「特別月間と催し」です。毎月 2 月は「世界
理解月間」と指定されています。クラブは世界平和に
不可欠な理解と親善を強調したプログラムと活動を実
践するよう要請されています。当クラブは 2 月にバヌ
アツ共和国への支援活動をいたしました。
4 つ目は、「国際的な会合」です。ロータリアンは国際
大会をはじめとするロータリーの国際的な会合に積極
的に参加することで、国際レベルでの友情や親交を深め
ることができます。5 月 28 日から「世界大会」がソウ
ルで開催されます。ソウル国際大会 PV をご覧ください。
ビデオ『2016 年ソウル国際大会（JA）』
5 つ目は、「海外姉妹クラブとの国際交流」です。国際
親善と奉仕活動を目的に国際交流を推進しています。資
料に 2590 地区・各クラブの国際奉仕活動表を添付いた
しました。各クラブの活動をご確認ください。本日は
以上です。ありがとうございました。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事

熊本の余震が長引いています。様々なかたちでサポートし
たいと思います。季節も進みます。皆さん例会を楽しみま
しょう。

武田 信平 君
先日 24 日の日曜日に、J リーグ第 8 節、浦和レッズ戦が等々
力競技場で行われました。川崎北 RC の皆様にも応援に来
ていただきました。本当にありがとうございました。フロ
ンターレは、自分のサッカーをさせてもらえず、試合は 0
対 1 で敗れました。正直に言いまして、浦和は強かったと
思います。この結果、2 位に後退しました。リーグ戦は長
丁場ですから何が起こるかわかりません。気持ちを切り替
えて頑張ります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願
いいたします。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君
国際クラブフォーラム、よろしくお願いします。

谷口 一成 君、朝山 浩 君、横山 芳春 君、帯谷 昌充 君、 
塩田 聡 君、村山 輝忠 君、小林 美和 君（親睦委員会）

松山さん、本日の卓話よろしくお願いいたします。楽しみ
にしております。


