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第2796例会	 平成 30 年 2 月 28 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長

スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
平野 和枝 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 小林 美和 親睦委員
地区ロータリー平和センター委員長　柳下 節子 様

（川崎とどろき RC）
地区ロータリー平和センター委員　 野口 四郎 様

（川崎マリーン RC）

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 7 名） 出席率 74.51%
前々回訂正 欠席 19 名 MAKE UP 6 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 80.36%
欠席者

花田君 濱田君 金子君 小林（政）君 上山君 
三浦君 溝淵君 松山君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 野口（哲）君 野口（隆）君 重田君 
関君 色摩君 谷口君 吉岡君 貝田君

会長報告 大塚 正一 会長
4 月 4 日（水）から、例会場が二子玉川 エクセルホテ
ル東急に移ります。また、4 月 25 日（水）は、会場の
都合等により、休会となります。ご了承ください。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. ロータリーレート変更のお知らせ　

2018 年 3 月より、1 ドル＝ 108 円に変更　（2 月
は 1 ドル＝ 110 円）

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
   3 月 19 日（月）休会
●川崎中 RC
　3 月 20 日（火）休会

3. 3 月 28 日（水）は、富士通（株） 川崎工場 本館 20
階ラウンジへの移動例会です。食事の手配の関係上、
出欠の確認をとりますのでよろしくお願いします。

委員会報告
社会奉仕委員会 齊木 貴 委員長

東日本大震災復興支援 植樹 in 岩沼「ともに植えよう」
プロジェクトへの寄付のお願い。1 人 2,000 円です
ので、できるだけ全員参加でお願いいたします。

卓話   
地区ロータリー平和センター委員長　柳下 節子 様」

平和フェローシップの
プログラムは、ポール・
ハ リ ス 没 後 50 周 年 と
ロータリー財団の教育
的プログラム創設 50 周
年を記念して、財団の
使命である国際理解と
世界平和を目標に始め
られました。2002 年、
ロータリーは世界の著
名大学と提携し、ロー

タリー平和センターを設置しました。当初は、国際関係、
持続的な開発、平和研究、紛争解決の分野で修士号取得
を目指すプログラムとしてスタートしました。2006 年
には、タイのチュラロンコーン大学に新しいロータリー
平和センターが設置され、中堅クラス以外のキャリア
をもつ職業人を対象に、平和および紛争解決の分野に
おける専門修了証プログラム（3 ヶ月間）が開始されま
した。

ロータリーは、毎年 100 名までをロータリー平和フェ
ローとして選出し、平和と紛争解決の分野の修士号、ま
たは専門修了証を取得するためのフェローシップ（奨
学金）を提供しています。「今日のリーダーを強化し明
日のリーダーを育てる」をモットーに、ロータリー平
和フェローは、世界各地で協力と平和を推進し、紛争
解決に貢献しています。争いのない世界をめざして行
動するための知識と行動力を備えた人がフェローとし
て選ばれます。それぞれのロータリー平和センターに
独自のカリキュラムがあり、平和フェローたちは、多



様な見地から平和と紛争の理論を学び、実地研修を通
じて実践的なスキルを身につけて卒業していきます。

ロータリー平和センターで学んだフェローたちの多く
は卒業後、主に NGO、政府機関などで活躍しています。

地区ロータリー平和センター委員　 野口 四郎 様
私のカウンセラーとしての体験
談をお話します。まず、はじめ
に 1 つ言えることは、ロータリー
平和センターで学ぶフェローた
ちは皆、優秀な方たちばかりで
す。年齢も、30 代、40 代の方
たちも多く、大学をいくつも出
ていたりする方たちもいます。
また、語学ももちろん、2、3 ヶ

国語話す方も少なくありません。そこで、最初は、彼
らよりも勉強をしていない私が、英語さえ話せない私
がどうしてカウンセラーを務めることができるのかと
思いました。そこで、セミナーを受けに行き、彼らは
青少年留学生たちと違い、大人なのだから、なにか困っ
たことがあったときにお手伝いができればいいと思う
ようになりました。

高学歴で優秀な方たちばかりですが、まず、私は彼ら
に世界中のロータリアンの寄付があるおかげで今、学
ぶことができていることを話すようにしています。今
までで、特に思い出に残っているのは、アメリカ人の
男性が来たときのことです。彼は、論文で佐藤栄作賞
をとるなどとても優秀な方でした。しかし、あるとき、
彼がベトナムへ行ったとき、お財布などをすべてなく
してしまい、私が空港まで迎えに行きました。もちろん、
現金を持っていないので、自分の小遣いからお金を貸
してあげたときは、とても感謝されました。「論文で得
た賞金でおごってくれる」なんて笑って話していまし
たが、結局彼は、そのまま帰国してしまい、今となっ
たら良い思いで話です。

もう 1 人は、今来ている男性の方です。彼曰く、日本
に来れてとても嬉しいけど、奥さんに子ども 5 人の面
倒を押し付け、家族離れ離れで 2 年間寂しい思いをさ
せてしまっていると相談を受けました。そのように彼
が悩んでいたときに、私は、彼の息子に電話で話させ
てもらい、「君のお父さんは私がしっかり面倒をみるか
ら、君は長男としてお母さんを助け、お父さんが帰る
まで頑張ってくれ」と言いました。これから、国に戻り、
国づくりに励む彼を支える家族や世界中のロータリー
クラブが様々な形で助け合い、ロータリー平和センター
のフェローたちの勉強、育成が成り立っていることは
間違いありません。

私も、彼らと出会い一緒に時間を過ごし、色々と勉強に
なっています。大変なこともありますが、彼らと友達に
なり、お互いに影響を受け、嬉しいことも沢山あります。

これからも引き続き、ご理解、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

ニコニコリポート 朝山 浩  副会場監督
地区ロータリー平和センター委員長　柳下 節子 様

（川崎とどろき RC）
いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。
平和フェローシッププログラムのご理解よろしくお
願いいたします。

地区ロータリー平和センター委員　野口 四郎 様
（川崎マリーン RC）

ロータリー平和センター委員会からやってまいりま
した。本日はよろしくお願い申し上げます。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
地区ロータリー平和委員長 柳下 節子 様、地区ロー
タリー平和委員 野口 四郎 様、本日の卓話よろし
くお願いいたします。

武田 信平 君
フロンターレは今シーズンに入り、公式戦で 3 連敗
を喫していたので、25 日に行われたジュビロ磐田と
のＪリーグ開幕戦は大変心配でした。15：30 にキッ
クオフ、序盤に危ない場面を 2 回作られてしまいま
したが、これを凌ぎ切り、3 対 0 で勝利することが
できました。これで少しプレッシャーから開放され
て、本来の試合ができてくるのではないかと期待を
しております。

川野 正久 君
ロータリー平和センターの柳下 委員長、野口 四郎 様、
ようこそ！本日の卓話、よろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也 君、洪 征治 君
地区ロータリー平和センター委員長 柳下 様、野口
委員、よろしくお願いいたします。

波木井 輝昭 君、朝山 浩 君、クルーズ 由美子 君、松下 幸夫 君
地区ロータリー平和センター委員会 柳下 節子 委
員長、野口 四郎 カウンセラー、本日の卓話、よろ
しくお願いいたします。

小澤 秀昭 君、松波 登 君、貝田 洋 君、米山 元章 君
柳下さん、野口さん、本日はよろしくお願いいた
します。また、柳下さん、次年度ガバナー補佐、
身体に気をつけて頑張ってください。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、波木井 輝昭 君、峯岸 雅宏 君、
帯谷 昌充 君、山川 哲史 君、平野 和枝 君

2 月 21 日、A グループ IM を開催しました。おつ
りをニコニコさせていただきます。ご参加くださっ
た皆様ありがとうございました。

親睦委員会：朝山 浩 君、小林 美和 君、妻鹿 琢生 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

地区ロータリー平和センター委員長 柳下様、委員 
野口様、ようこそおいでくださいました。本日の
卓話、よろしくお願い申し上げます。


