WEEK LY

REP ORT

2019～ 20

国際ロータリー第 2780 地区第５グループ

◆会
◆Ｓ
◆事
◆例
◆例

2020年（令和 2年）2月 12日

Ａ
務
会
会

長：布野 一喬 ◆幹
事：齋藤美希子 ◆副 会 長：宮崎雄一郎
Ａ ：加藤 良夫 ◆会報委員：宮崎雄一郎 ◆URL：http://www.s-oono-rc.jp
局：〒252-0238 相模原市中央区星が丘 3‐5‐16 ◆TEL/FAX：042（755）0901
場：相模原ゴルフクラブ 〒252-0331 相模原市南区大野台 4－30－1
日：毎週水曜日 12：30～13：30
◆E-mail：oono-rc@mx1.alpha-web.ne.jp

第 1261回例会

今日は栗原様の卓話がありますので、手短にお話し 第 2780 地区社会奉仕委員会副委員長／栗原茂明 様
します。先日、津久井中央 RC の小山様から本が届き

今日は、国際ロータリーの中での奉

ました。経営者の方々が読んでいる「致知」という雑

仕の位置づけと、今年度は杉岡ガバナ

誌があるそうですが、その雑誌の良い所を抜粋した「言

ーが「1 クラブ 1 奉仕」をテーマに掲

葉の力」と言うものです。見開きに、京セラの稲盛会

げていますので、昨年 11 月の公共イ

長の言葉があり、
“思いを持ち続ける事が、最終的にそ メージ委員会・奉仕プロジェクト委員会合同セミナー
の人の人柄となっていく”という事が書いてありまし での内容を含めてお話させて頂きます。地区の取り組
た。その後にマザー・テレサの言葉があり、とても感 みについてですが、RCC（地域社会共同隊）を推奨し
動し子ども達にも教えたいと思いました。
“思考に気を ているので紹介したいと思います。地区では今年度か
付けなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気 ら、奉仕プロジェクト委員会が出来、職業奉仕・社会
を付けなさい、言葉はいつか行動になるから。行動に 奉仕・国際奉仕の 3 委員会が一緒になって委員会を形
気を付けなさい、それはいつか習慣になるから。習慣 成しています。そこで昨年は公共イメージ委員会と合
に気を付けなさい、それは性格になるから。性格に気 同でセミナーを行い、約 180 名のご出席を頂き、基調
を付けなさい、それは最後に運命になるから。”今ある 講演と個別の委員会に分かれてのセミナーでした。2
運命は、自分の考え方一つで未来に繋がって行くと言 年ほど前に、ロータリアンに対するアンケートを行っ
うこの言葉は、私の心に大きく響きました。普段から た中で、ロータリアンの理想とする活動の分野として、
考えている事や行動は、結果的に運命になって自分に 基本的教育と識字率の向上が 48％、経済と地域社会の
返ってくるのだと知りました。マザー・テレサの言葉 発展が 37％、水と衛生、飢餓と食糧、安全保障となっ
は“愛の反対は憎悪ではない。無関心である。”が有名 ています。日本人の意識として、世界全体の中では若
で、哲学的なのか人の本質を見抜いているのか分かり 干違いは有るかも知れませんが、6 つの重点分野が上
ませんが、とても感動したのでご紹介しました。

位に入る結果になっています。ロータリアンの資金を
どういったものに提供するかについては、自分が住む

・2 月会長幹事会案内
例会変更

2／18（火）18：30 「大松」 地域を支援するプロジェクトのための補助金が 75％、

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無

2／13（木）津久井中央
2／14（金）津久井※
2／17（月）相模原東※

第 5 グループ I・M
2／22（土）14：30～19：45
センチュリー相模大野

相模原柴胡※

やはり自分の地域社会に対する奉仕が、ロータリアン
の中でも一番の関心事になっているようです。次の二
つが、若い世代へのプロジェクト、リーダーシップの
スキルとなっていて、若者へのアプローチをロータリ

2／18（火）相模原南（センチュリー休館／千寿閣） アンは期待しています。その次が、人道的プロジェク
2／20（木）相模原※

津久井中央

トと言うアンケート結果になっています。改めて 6 つ

2／21（金）津久井

の重点分野についてですが、先ず平和の推進です。毎

2／25（火）相模原中※

年 2 万人が地雷によって、手足や命を奪われている状

週報受領

相模原グリーン 相模原柴胡

ゲスト＆ビジター

況もあるようです。紛争によって 5 千万人以上が難民
生活を強いられていて、紛争地帯の 9 割で一般市民が

栗原茂明 様（地区社会奉仕委員会副委員長／綾瀬 RC） 犠牲になっています。疾病との闘いの中では、毎年 10

億人がテング熱やハンセン氏病に苦しんでいます。世 の奉仕ニーズを的確に捉える。2.出来るだけ多くの会員
界人口の 6 人に 1 人は医療費が払えず、4 億人が基本 の理解を得る。3.参加者を多く募り汗を流す活動をす
的医療を受けられず、医師や看護師の不足が毎年の課 る。4.結果を検証する。の 4 点について討議しました。
題になっているようです。水と衛生では、日本ではア 大野 RC の「ひばりの夢コンサート」には石井委員長が
ジア･中東への関心が強く、取り組みされている国際奉 伺って、取り組みや当日の活動内容が大変素晴らしい
仕は多いようですが、実は世界で 25 億人が衛生的な

と、各 RC に紹介させて頂いています。RCC は今年度

水の施設やトイレを持っていません。20 世紀は石油の から新たな地域戦略として RI が提唱しています。世界
時代でしたが、21 世紀は水の世紀になると言われてい でこの取り組みをしているのが 10,579RC あり、日本で
るそうで、ロータリーでも大きな取り組みとして期待 は 49RC が活動しています。RI の資料を見ると殆どが
されています。母子の健康では、毎年 630 万人の子ど アジア地区の活動で、欧州や米国では動いていません。
も達が 5 歳以下で亡くなっています。基本的教育と識 今まで NPO や地域活動を行っていた地区では、違う形
字率向上では、世界で 5700 万人の子どもが学校に通

で展開されていて、RCC の形で人々の取り纏めをしな

っていません。日本ではピンときませんが、世界では がら奉仕活動を展開しようとする動きですが、結果的に
多くの子ども達が教育環境の劣悪な状況の中にいる事 はアジア中心です。日本では子どもの貧困問題、地域の
が現実です。16 歳以上の 7 億 8 千万人が読み書きでき 伝統文化を守る活動、環境保全、産業の育成への取り組
ない世界状況の中で、その 6 割が女性です。経済と地 みがされています。ロータリアンは会員になれず、毎月
域社会の発展では、世界の 14 億人が 1 日 25 セント以 1 回例会開催、運営資金は自ら調達、執行部を選出し会
下の生活をし、職業にも就いていない中、ロータリー 計責任者を置く、年 1 回提唱クラブに活動報告、設立メ
の 6 つの重点分野が期待されています。今年度、杉岡 ンバーは 10 人以上、問題解決・解消の目途が付けば解
ガバナーが提唱されている中で、新しい戦略計画があ 散、と言う規則があり、相当なエネルギーが必要です。
（RC･個人での活動紹介は紙面の都合

ります。1.より大きなインパクトを齎す、2.参加者の

今月の記念日 上省略させて頂きます）

基盤を広げる、3.参加者の積極的な関わりを促す、4.

会員誕生日

適応力を高める、です。戦略計画の中から RCC に繋
げて行く訳ですが、難しい部分もあり、その中で RI
が全ロータリアンに対して提唱を始め、促している状
況になっています。ロータリーンのビジョン声明は、
2017 年 6 月に RI 理事会で承認されたものですが、
「私
達は世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持
続可能な良い変化を生むために、人々が手を取り合っ
て行動する世界を目指しています」とあり、解説では
「ロータリアンは行動人です。世界で地域社会をより
よく変えたいという願望があります。ロータリーの奉
仕を通じて、有能な思慮深く賢明な人々が手を取り合
い、行動を起こす為の繋がりを築いていきましょう。」
RI はこういう形で会員に対して声明を発信していま
す。今年度地区では RI、ガバナーの考えを基にセミナ
ーを行いましたが、社会奉仕のテーマとして、よりよ
い奉仕活動を展開すべく、各 RC にアンケートを行い
6RC（横須賀、鎌倉、藤沢北、綾瀬、相模原南、大和

出 席 報 告 田園）の活動を紹介し、1.地域社会

中丸

おめでとうございます！
剛 会員（7 日） 配偶者誕生日

大谷

豊 会員（19 日）

大野美香 様（4 日）

座間

勇 会員（20 日）

齋藤

スマイル報告
栗原茂明

様

厚 様（23 日）

今年度累計

￥124,100

本日は、社会奉仕事業の卓話に伺いまし

た。お世話になります。よろしくお願いいたします。
布野一喬

綾瀬 RC 栗原様、今日はようこそお出

会長

で下さいました。卓話、宜しくお願い致します。
齋藤美希子

幹事

栗原様、本日はようこそいらっしゃ

いました。卓話、よろしくお願い致します。
座間勇

会員

栗原様、本日はお忙しい所、卓話に来て

頂き有難うございます。楽しみにしています。私事です
が、年初めより良い事が無く、ネガティブになっていま
したが、良い事が有りました。孫が中学受験に合格しま
した。このまま良い事が続くかな～、期待！
角尾彰央

会員

地区社会奉仕委員会副委員長、栗原茂

明様、本日は宜しくお願いします。社会奉仕のお話、勉
強させて頂きます。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

13 名

2名

8名

3名

0名

0名

72.73 ％

今後の予定 2／26（水）卓話／宮崎雄一郎会員 3／4 （水）未定 3／11（水）未定 3／18（水）未定

