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2020 年 3 月 3 日（火）(天候) 晴れ №30

クリスタルホテル 5F「ボンヌ・シャンス」

国家斉唱：君が代
ロータリーソング：「奉仕の理想」

当クラブも理事会で話をします。皆さんも手洗
いとうがいをしっかり行い、不要不急の外出は
控えて頂ければと思います。
-幹事報告・本日例会後、現次理事会を行います。現次理事、
役員の方は、ご出席頂きますようお願い致しま
す。
コロナウィルスへの対応についても話をしま
す。例会、IM の実施について
・2020 年 3 月のロータリーレートは、1 ドル
＝110 円です。（参考：2 月レート=110 円）
・ロータリーウォークが中止になりました。

４つのテスト：ＳＡＡ

（例会の変更のお知らせ）
藤沢ＲＣ
3/4(水)
休会
3/11(水) 休会
（新型コロナウィルス感染症拡大に伴い）
藤沢東ロータリークラブの理念：幹事
会食・懇談

藤沢西ＲＣ
3 月の全例会
休会
（新型コロナウィルス感染症拡大に伴い）

-会長報告・皆さんこんにちは。
かれこれ、2 か月近くコロナウィルスの話題で
持ちきりですが、いよいよ身近に迫ってきたな
という印象です。幹事から報告がありますが、
ロータリーウォークは中止。会長研修「PETS」
も延期ということです。他のクラブでは例会を
休会するところも出ています。

綾瀬ＲＣ
3/18(水)より
事務局が綾瀬市商工会館へ移転。
3/17(火)
休会（クラブ定款により）
3/24(火)
お花見移動例会
4/28(火)
休会（クラブ定款により）
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-委員会報告・「IM について」
田中繁 IM 実行委員長
・「ロータリーの友」令和 2 年 3 月号要約
雑誌・R 情報 竹之内会員
・出席報告

・スマイル報告
スマイル委員会
【吉田成江 会員】
お祝いありがとうございました。
【片岡啓次 会員】
誕生祝いをありがとうございました。
気が付けば６９歳です。

出席委員会
-卓話-

-会員誕生日3/5

片岡

啓次会員

『今年度 次年度地区補助金プロジ
ェクトについて』
国際奉仕委員会
齋藤卓章委員長

3/6

吉田

成江会員

-次回例会案内3/10（火） 休会
お誕生日おめでとうございます。

点鐘
閉会

林葉之委員

ロータリーの友

令和 2 年 3 月号抜粋

加藤 信忠

雑誌・Ｒ情報委員長

アールアイ会長のメッセージです。
3 月はローターアクトを祝う月です。この 1 年
は、奉仕の若きパートナーたちにとって大きな 1
年となりました。
昨春の規定審議会で、ローターアクトの地位が
高められる決定がなされ、国際ロータリーにはロ
ーターアクトクラブも加盟クラブに含まれるこ
とになりました。ＲＩ理事会がローターアクトの
実情に即さない年齢の上限を取り外し、世界の一
部でローターアクトの成長を阻害している障壁
を取り払うためのいくつかの対策を取りました。
ロータリーの成長といってもいろいろな意味
があります。奉仕活動等です。しかし何より大事
なのは会員増強です。会員が増えれば達成できる
ことも広がります。彼らは然るべきときにロータ
リーに移行できるだけでなく、ロータリーの何が
他の若者を惹きつけるかを理解しているからで
す。
これまでと同じように退会員が出た分を新し
い会員を入れるのでは立ち行かなくなります。穴
の空いたバケツに水をくむようなものです。
今こそ抜本的改革をするべきです。新しいロー
タリークラブや、ローターアクトクラブを設立す
るべきです。
新しいクラブモデルは、従来のクラブには入り
たくない、また、入会できない人など多様な人が
集まり、つながる機会を生み出します。
しかし、次世代にとって、若い人々の意見には
驚かされることになるでしょう。私たちの仕事
は彼らの変革を助けることです。それが世界をつ
なぐロータリーの成長をもたらすのです。
7 ページ、特集です。3 月は、水と衛生月間。
持続可能性のある支援とは
8 ページから、その実態を世界から覗いて見ま
しょう。
①データで見る世界「水と衛生」の現状
世界人口は 2017 年には 76 億人です。そして、
2050 年には推計 100 億人になります。
現在 76 億人のうち、22 億に安全な水があり
ません。
②アフリカの最新動向
国連がうち出した持続可能な開発目標の「すべて
の人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管
理を確保する」未だ汚染されている水を使う 18
億人を 2030 年までに安全な水へのアクセスを
達成することを民間の力を借りて

③ロータリークラブの活動
◎広島北 RC・広島陵南 RC の水の安定供給を住
民主体の計画で立案する。
◎佐賀の神埼 RC・他４RC のネパール地震被災
地区では、衛生教育を住民同士で。
◎鴨島 RC では、フィリピンと 40 年以上支援活
動を継続。
次に紹介するのは、ロータリアンと共に奉仕す
る、ローターアクトです。2019 年規定審議会で
は、国際ロータリーの加盟クラブになることが決
まりました。
18 ページ RI 指定記事でビジネス・カジュアル
国際ロータリーの次期会長エレクトのホルガ
ー・クナーク氏です。
外見を若々しく見せることがロータリーを活性
化するための雄一の方法ではではないものの、出
発点にはなります。
以下、クナーク氏へのインタビューが載ってま
す。
26 ページになります。東日本大震災のロータ
リアンの復興支援は続きます。仙台 RC の雄勝石
発見プロジェクトです。つぎに、川崎百合丘 RC
の台風被災者チャリティーバザー活動。他にも全
国から色々。
32 ページは、よねやまだより。
スリランカ米山学友会です。
34 ページ
世界中で活躍「世界を変える行動人」は世界中
のロータリーの紹介です。
縦のページです。
2700 地区第 6 グループ IM 基調講演
変貌する自然災害と縮災対策は京都大学名誉教
授・関西大学社会安全研究センター長 河田恵昭
先生です。
表題は「変貌する自然災害と被災対策］
さて増加する災害・広がる災害についてです。
「ご当地、福岡県甘木・朝倉地方は昨年、一昨年
と、豪雨により大きく被災しましたが、これから
洪水氾濫、土砂災害、地震などの自然災害は、さ
らに増えます。」になやまされたことと存じま
す・・・
縦の 18 ページです。卓話の泉です。ひとつは
セラピードッグの話、もう一つは栄養のお話で
す。
以上

