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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2817例会	 平成 30 年 8 月 22 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「手に手つないで」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー　グローバル奨学生 呉田 幸子 様

出席報告 生垣 繁 出席委員長
会員数 58 名 出席 39 名 欠席 19 名

（対象外 5 名） 出席率 73.58%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 9 名

（対象外 5 名） 訂正出席率 84.62%
欠席者

星野（博）君 星野（妃）君 花田君 貝田君 上山君 
小林（美）君 三浦君 溝淵君 峯岸君 茂木君 
三平君 柾木君 妻鹿君 野口（哲）君 岡本君 
世良君 重田君 関君　 色摩君 

会長報告 佐久間 馨 会長
西日本豪雨　被災地支援への義援金募金にご協力ありがとう
ございました。総額 45,000 円を、地区宛に送金しました。

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
　　①米山奨学委員長会議開催のご案内とアンケート
　　　米山月間（10 月）の活動についても問合せがきています。
　　　日時：9 月 13 日（木）15：00 ～ 17：00
　　　会場：メモワールプラザソシア 21
　　　※若林委員長、よろしくお願いいたします。
　　② 2017 ～ 18 年度派遣学生帰国報告会 並びに 2018 ～
　　　19 年度来日学生歓迎会のご案内が届いています。
　　　日時：9 月 1 日（土）14：00 ～ 16：45（報告会）
　　　　　　　　　　　　　17：00 ～ 18：30（パーティ）
　　　会場：曹洞宗照光山　常倫寺「常勝閣」
　　③地区大会記念「西日本豪雨災害支援チャリティゴルフ
　　　大会」のご案内が届いています。

　　　日時：10 月 15 日（月）　　
　　　会場：磯子カンツリークラブ
　　　※申込期限：9 月 14 日
　　④ RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パートＩの参
　　　加者募集（再度）
　　　日時：9 月 9 日（日）　8：30 ～ 16：30
　　　会場：聖光学院中学高等学校
　　　※出席対象者：今まで受講した事のない会長、会長エ
　　　　レクト、幹事、クラブでの推薦およびロータリーを
　　　　一層理解したい方、将来有望な若手や中堅の会員の方々
2. 他クラブ例会臨時変更

●川崎高津南 RC 
　9 月 17 日（月）・24 日（月）　休会　
　※本年度は第 3 週と第 5 週の例会はございません
●川崎南 RC
　9 月 18 日（火）・10 月 9 日（火）・10 月 30 日（火）
　祝日を含む週による 休会

委員会報告
第 37 回かわさき鈴虫祭り協賛金の贈呈

今年で 37 回になる毎年恒例、かわさき鈴虫祭りが 8 月 26
日（日）、川崎市中原区の常楽寺（マンガ寺）で行われました。
佐久間会長から戸川会員に協賛金の贈呈が行われました。

卓話
 呉田 幸子 様

「スポーツで人々を幸せにしたい」
グローバル奨学生としてご推薦いただき、ありがとう
ございます。9 月の中旬から、ロンドンへ 2 年間行って



まいります。まず、簡単に自
己紹介ですが、私は 1991 年、
兵庫県に生まれ、浦和、沼津
と引っ越して現在東京に住ん
でいます。小中学校は吹奏楽
部、高校時代は女子サッカー
部、大学時代は男子サッカー
部マネージャーをしていまし
た。大学では、慶應義塾大学
法学部政治学科にて国際政治
を勉強していました。大学時
代、マネージャーをしていた

ので、100 人の部員のサポート、800 人の OB 会事務
局の事務や、12,000 人以上集まる早慶戦、日吉キャン
パス周辺の地域の方々に向けたスポーツイベント、子
どもたち向けのサッカー教室の運営に携わり、地域の
交流の活性化を図る活動をしていました。

社会人になってからは、スポーツ専門のイベント運営会
社、株式会社ジエブに勤めました。FIFA のワールドカッ
プや、日本代表戦の運営などの仕事をしていました。そ
の後、緊急人道支援組織、NPO ジャパン・プラットフォー
ムに所属しました。政府資金や民間資金を使って、日本
の NGO47 団体を取りまとめ、質の高い支援を供給、ミャ
ンマーのロヒンギャ難民やイラク・シリア等紛争によっ
て人道危機にさらされた人々、東日本大震災等自然災
害の被害にあった方たちへの支援などに携わっていま
した。ボランティアでは、NPO Little Bridge Japan と
言う団体と共にボスニア・ヘルツェゴビナのモスタル
市に設立されたスポーツアカデミーの運営に携わって
いました。1992 ～ 1995 年の紛争後も教育・政治シス
テムが未だ分断されている地域へ、日本の NPO の立場
から、資金調達や交流事業、運営アドバイスをしまし
た。スペインでは、スペインのマドリード市の NGO に
て、ヨーロッパ最大のスラム街 Cañada Real にスポーツ
クラブを創るプロジェクト、EU が支援する Sports for 
Intercultural Dialogue のプロジェクトに参加しました。

私のテーマは、「スポーツで人々を幸せにしたい」です。
学生時代の「人と人をつなぐスポーツの力を実感」と
社会人時代の「争いのない世界を創りたい」という思
いから、スポーツと平和構築を合わせて社会に貢献し
たいと思っています。必要な地域に、様々なアクター
が協力してスポーツの機会を創出し、平和構築につな
がる仕組み作りたいと考えています。留学先の LSE（ロ
ンドン政治経済学校）では公共政策学修士を 2 年間勉
強し、公共政策にかかわる問題を国際的に多角的観点
から学んできたいと思います。具体的には、紛争地域
で起きている問題について基礎的な知識を学び、紛争
解決や平和構築のためにスポーツを使ってどのように
持続可能な支援を行うかについて研究したいと思いま

す。また、積極的に学校内外の行事、現地のロータリー、
受入先であるレッドブリッジ RC の行事・活動に参加し、
学び、貢献できたらなと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
佐久間 馨 会長、相良 久征 幹事

グローバル奨学生の呉田様、ようこそ。本日の卓話、
よろしくお願いいたします。

小泉 昌彦 君
息子2人が先週、川野会員、米山会員に横浜カントリー
クラブで大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。

川野 正久 君
呉田さん、安心しました。頑張って行ってきてくだ
さい。本日の卓話、楽しみにしております。

武田 信平  君
8 月 19 日 J リーグ第 23 節、フロンターレは 1 位の
サンフレッチェ広島とアウェーで戦いました。1 点先
制されましたが、エースの小林悠選手が 2 点を決め
て逆転、頂上決戦を制することができました。これ
で勝ち点を 6 差まで縮めることができました。今夜
は天皇杯 4 回戦、湘南ベルマーレ戦が等々力で行わ
れます。連戦の疲れを吹き飛ばして勝ってもらいた
いですね。
川崎北 RC 推薦の奨学生、呉田幸子さんをお呼びし
ました。奨学金の承認に時間がかかり大変心配しま
したが、やっと承認の連絡がきて安堵しております。
来月はロンドンに旅立たれますので、卓話をしてい
ただくことになりました。呉田さん、よろしくお願
いします。

戸川 俊雄 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、小林 政男 君、
松波 登 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君、齊木 貴 君

松下会員の会社のことが、本日の神奈川新聞で大き
く取り上げられていました。世の中の女性のお肌を
美しくし、沢山儲けて社会に貢献してください。

松下 幸夫 君
神奈川新聞に記事を書いていただいたので。

小澤 秀昭 君、入来 武久 君、波木井 輝昭 君、横山 芳春 君、
大塚 正一 君、朝山 浩 君、帯谷 昌充 君、松下 幸夫 君、
クルーズ 由美子 君、谷口 一成 君、齊木 貴 君、石原 安 君

グローバル奨学生の呉田幸子さん、今日の卓話よろ
しくお願いします。「スポーツで人々を幸せにしたい」
という思いは、近代オリンピックの父、クーベルタ
ン男爵の精神「オリンピックで世界を平和に」に通
じるものですね。我々も、ロータリアンとして微力
ながらニコニコにて世界平和に貢献します。


