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第2750例会	 平成 29 年 2 月 22 日（水）

点　鐘 松波 登 会長
スマイル体操 齊木 貴 親睦委員

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
山川 哲史 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 朝山 浩 親睦委員
ゲストスピーカー
　ロータリー平和センターホストエリア連絡協議会 統括
　　鬼嶋 雄三 様（横浜都筑 RC）
久本 弥 様（横浜本牧 RC）
古家 豊 様（横浜本牧 RC）
河合 束 様（川崎中原 RC）
山本 剛 様（川崎中原 RC）

出席報告 洪 征治 出席委員長
会員数 60 名 出席 35 名 欠席 25 名

（対象外 6 名） 出席率 64.81%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 6 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 79.63%
欠席者

花田君 濱田君 入来君 石坂君 甲田君 
小林（政）君 貝田君 上山君 小林（美）君 三浦君 
溝淵君 松山君 峯岸君 松尾君 茂木君 
三平君 柾木君 妻鹿君 岡本君 大塚君 
重田君 塩田君 谷口君 渡邊（敏）君 藁科君

会長報告 松波 登 会長
1. 地区より、NPO 法人国際ロータリー日本青少年交

換委員会が他地区合同奉仕活動であることについて、
クラブ理事会にて審議し、結果を回答するようにと
の依頼がきております。
※ 3 月の理事会議案とさせていただきます。

回答期日：3 月 10 日

幹事報告 帯谷 昌充 副幹事
1. 地区からの来信

 • 第 55 回ロータリアン展への参加者募集のご案内（申
込書付）

絵画、写真、書画、彫刻、焼き物等制作のご趣味
の方々は、どうぞ奮ってご参加ください。
※ご案内パンフレット回覧

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎高津南 RC

3 月 27 日⇒ 28 日（火）
親睦お花見例会　とうふ屋うかい鷺沼店

4 月 3 日（月）　 休会
4 月 17 日⇒ 15 日（土）

移動例会　溝の口駅前にて献血運動
4 月 22 日（土）　移動例会　ロータリーデー参加

●新川崎 RC
3 月 29 日（水）　休会
4 月 5 日（水）　親睦お花見例会

牛鍋処「荒井屋本店」　点鐘 18：00
4 月 26 日⇒ 22 日（土）　移動例会

神奈川県民ホール　ロータリー経営大講演会に
参加

●川崎幸 RC
3 月 31 日（金）　休会
4 月 21 日⇒ 22 日（土）　移動例会

神奈川県民ホール　ロータリー経営大講演会に
参加

3. 例会のご案内
3 月 1 日（水）　移動例会

富士通川崎工場本館 20 階ラウンジ　点鐘 12：30
例会前 11 時 15 分より、理事会開催

3 月 8 日（水）　移動例会　ヨコハマグランド イン
ターコンチネンタル ホテル 2 階「アジュール」　
点鐘 12：30

委員会報告
山川 哲史 親睦委員長

3 月 1 日（ 水 ） お よ び 3 月 8
日（水）は移動例会となります。
出欠のご返事をご連絡くださ
いますよう、お願いいたします。



卓話
ゲストスピーカー
　ロータリー平和センターホストエリア連絡協議会 統括
　　鬼嶋 雄三 様（横浜都筑 RC）

『ロータリー財団 国際平和奨学生のプログラム
について』

私はロータリー平和
センターのホストエ
リア連絡協議会では
統括、地区ではロー
タリー平和センター
の副委員長をさせて
いただいています。

確か 2 年ほど前にクルーズさんにカウンセラーをお願
いする際にも川崎北クラブにお邪魔したことがありま
すが、岡本パストガバナーと川野パストガバナーのい
らっしゃる、この地域でも 5 番目に古いクラブなので、
今日はとても緊張しております。
今日の卓話ですが、国際平和奨学生のプログラムにつ
いて話したいと思います。ポール・ハリス没後 50 周年
記念として、2002 年に始まったこの活動は、世界中か
らの応募者を書類選考、面接をして、奨学金年間 300
万円を支給して行っています。
修士号取得のプログラム、専門能力開発修了書取得のプ
ログラムと 2 つあり、アメリカ、オーストラリア、ス
ウェーデン、タイ、日本（国際基督教大学）の大学で学
生を受け入れ、応募者の出身国も様々です。例えば今年
は、オーストラリア、ポルトガル、コロンビア、ソマリ
ア、ブラジル、ジンバブエなどから選ばれた学生たちが、
勉強しにきます。
国際平和奨学生の出身国としては全体的に北米 30％、
アジア 25％、ヨーロッパ 14％、最近ではアフリカ、オー
ストラリアからの学生が非常に多くなっています。ま
た、性別では男性 40％、女性 60％で、平均年齢が 32
歳です。卒業生たちは主に NGO 関係 30％、政府組織
が 20％、博士号が 12%、教員が 9％といった進路に進
むといわれています。
費用は全世界のロータリアンから一律にロータリー財
団に寄付していただいたお金の中からいただいており
ます。日本では 2004 年からロータリアン一人に付き
15 円ずつのお金を頂戴しており、総額年間 135 万円弱
という計算になります。このお金で国際基督教大学の
国際平和奨学生たちが広島に研修旅行に行くなど色々
な経費に使わせていただいています。
国際平和奨学生のプログラムは、ロータリー財団の理
念の中にある持続的な平和を構築することを目標に活
動しているこれだけ重要なプログラムですが、残念な
がら一般の日本国内のロータリアンにまだまだ周知さ
れていません。そのため、日本からの応募者が大変少
ないのが現状です。是非、このプログラムをクラブで

紹介していただき、応募者を探し、推薦していただき
たいと存じます。本日はありがとうございました。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
ロータリー平和センターホストエリア連絡協議会 統括
　鬼嶋 雄三 様（横浜都筑 RC）

いつも川崎北クラブの皆様には、ロータリー平和
センタープログラムへのご支援をいただきありが
とうございます。本日は国際平和フェロープログ
ラムの卓話をさせていただきます。よろしくお願
いいたします。

地区インターアクト副委員長 久本 弥 様（横浜本牧 RC）
色摩様には次年度地区インターアクト委員会副委
員長をお引き受けくださり、また、地区内インター
アクト・プログラムの拡大のためご尽力いただき
ますこと、ありがとうございます。

古家 豊 様（横浜本牧 RC）
メイクアップに参りました。本日はよろしくお願
いいたします。

河合 束 様（川崎中原 RC）
いつもお世話さまです。

山本 剛 様（川崎中原 RC）
お世話になります。メイクアップに参りました。

松波 登 会長、帯谷 昌充 副幹事
本日のゲストスピーカー 鬼嶋様、卓話よろしくお
願いいたします。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君、クルーズ 由美子 君
鬼嶋さん、本日はよろしくお願いします。渡辺支
店長、おかえりなさい !

渡辺 伸一 君
皆さんお久しぶりです。横浜銀行の渡辺です。昨
年末にゴルフ場で左足すねを骨折し、年末・年始
のご挨拶もできず、申し訳ありませんでした。
足もだいぶ回復し、久しぶりに例会に参加させて
いただきました。医師からは 20 代とは違い、骨
が付くまでには長くかかると言われ、すでに 2 か
月経過しましたが、まだ松葉杖の状態です。
気はまだまだ若いつもりでしたが体はしっかり 50
代だということを自覚しました。今回、身にしみ
ましたが本当に足の骨折は大変です。どうか皆さ
んもくれぐれもゴルフ場での無理は禁物です。

武田 信平 君
いよいよアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）が
開幕です。フロンターレは、今夜 7 時、韓国のスウォ
ン・サムスン・ブルーウィングスを等々力競技場に
迎えて初戦を闘います。皆様の熱い応援をお待ちし
ております。


