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第2343回例会

今年度会長テーマ

みんなで 熱く語ろう ロータリーを!!

■司会：北久保会員

■会長報告

相羽副会長

■幹事報告

田中幹事

■点鐘：相羽副会長
■国歌：｢君が代｣
■合唱：ロータリーソング
｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
小町会員

■お客様紹介：
野澤パスト会長

◆入会予定者：
岩原 隆様

■ガバナー事務所：
・サンパウロ国際大会日本人朝食会中止について
当日のサンパウロ市内が相当な混雑と渋滞が予想
される為

◆入会予定者：
野澤厚子様

■例会日／毎週木曜日 12:30〜13:30
■例会場／八坂神社 社務所
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-35-1

・地区大会に関する各種ご連絡について
①表彰を受けるクラブ会長は指定された席へ着席
当クラブ該当
1）会員増強賞（地区内最高の会員維持率）
2）米山寄付達成クラブ（2013〜14年度）
②新世代の集合場所
地区大会2日目13:30｢錦｣前→該当者なし
③新入会員昼食会について
2月17日(火)11時〜南館4F｢扇｣
→野村会員、北久保会員
④懇親会
18時〜20時30分
ジャズトランペット奏者 日野皓正氏
⑤友愛の広場
12時〜17時 4F｢花｣
■クラブ管理委員会／飯田

能士

■事務所／〒189-0013
東京都東村山市栄町3-5-1ハイツむさしの101
TEL 042-393-7500

FAX 042-395-1166

三宅島太鼓、高円寺阿波踊り
⑥会長・幹事会
2月16日(月) 16:30〜 4F｢扇｣
⑦事務局派遣のお願い
2月17日(火)午前11時〜受付・資料の受理と配布
(以上抜粋)
■ローターアクト委員会：
国際ロータリー第2580地区ローターアクト第46回
地区年次大会の案内
2015年3月28日(土) 13:00〜
於 タワーホール船堀
※参加希望者は事務局まで
■ＲＩ認証ロータリー囲碁同好会：
日韓台対抗戦｢第16回ロータリー国際囲碁大会｣の
案内の受理
2015年5月16日(土) 8:30〜
於 市ヶ谷 日本棋院
■回覧：所沢中央ＲＣ週報

■出席報告

在籍会員数

出 席

27 25

野村（裕）会員

免

除

0

欠

席

2

出席率

92.59

■前々回メークアップ修正後前々会欠席：4名
■前々回出席率メークアップ修正後：84.62％
■前々会メークアップ者：

■ニコニコＢＯＸ

本日のニコニコ合計： 34,000円
累
計
： 1075,000円

■委員長報告
■会員増強委員会：
野澤委員長、村越委員

石山会員

■ご結婚祝月：
■会員誕生祝月：
石山会員、北久保会員
町田会員、野澤会員
■令夫人誕生祝月：
山本会員

◆赤木会長：昨日無事に理事会が終わりました。本日
は急用の為、欠席させていただきます。
申し訳ありません。相羽副会長よろしく
お願いします。
◆相羽次年度会長、田中幹事：
雪の中の例会、ご参加ありがとうござい
ます。赤木会長所用の為、代わりに会長
職を務めさせて頂きます。よろしくお願
いします。岩原隆様、野澤厚子様ようこ
そおいで頂きました。ご入会を心待ちに
しております。
◆野澤会員：岩原さん、野澤さん、先週に引き続き、
ようこそ足元の悪いところをおいで下さ
いました。一日も早く仲間となることを
期待しています。
◆小町会員：先日の歩こう会の新年会では戸澤さんを
中心に多くの参加者でにぎやかな楽しい
ひと時をありがとうございました。写真
もありがとうございます。
◆北久保会員：
岩原様、野澤様、ようこそお越し下さい
ました。ごゆっくりお過ごし下さい。
◆山本会員、隅屋会員、野村(裕)会員、中丸会員：
北久保さん、写真ありがとうございます｡

会員増強についての提案です。まずご婦人を多く
集めたい旨で思いついたのですが！今歩こう会で女
性の方がいらっしゃいますが、その方々に月に1回半
年間来て頂く・半年経過したら月2回来て頂く・1年
経過したら月3回来て頂く・1年半経過したら月4回来
て頂く。自然に慣れて頂き会員になって頂く。1週目
は4人・2週目3人・3週目2人という事です。
新入会員予定の野澤さんも入会後もリラックス出
来るのではないでしょうか？ もうすぐ50周年を迎え
るに当たり皆さん宜しくお願い致します。
■野澤委員長
会員の方の奥様方が例会に出席される提案は、以
前もありましたがこれを機会にシステムの構築を会
員増強委員会で検討してみます。
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野澤厚子さん入会後は、女性の複数会員の入会を
目指します。ＪＣ卒業生の方は、21日のシニアクラ
ブとの新年会に出席お願い致します。
今後もＪＣシニアとの連携を取り新入会員の増強
にご協力お願い致します。

■野村（高）会員研修
委員長：

今月は世界理解月間です。
世界に広がる私たちのネットワーク・ロータリア
ンのためのロータリー財団の資金モデル入門
海外で知る 日本との違い 異文化理解を育む
学友会のつながりと新たな活動を求めて！
届け世界に！ 日本の心 日本を知る 国連難民
高等弁務官事務所から見えてくる世界 ロータリー
入門 GLOBAL OUTLOOK R1
ロータリーの友のご紹介でした！

■卓話
■卓話者：
山本国際奉仕委員長

国際ロータリー年次大会について
ＲＩ第 2580 地区

国際奉仕委員会

■国際大会の魅力
ロータリー国際大会は、世界各国から集まるリー
ダーとのネットワークを広げ、地元や海外の地域社
会で活動する人びとと出会う絶好の機会です。
国際大会では、ポリオ撲滅、ソーシャルメディア、
水問題など、各分野で世界的に活躍する講演者のス
ピーチを聞いたり、ワークショップや分科会でリー
ダーシップのスキルを磨き、共通の関心を持つ仲間
と交流することができます。また、友愛の家のプロ
ジェクト展示で、奉仕活動のアイデアを得たり、プロ
ジェクトのパートナーを見つけることができるでし
ょう。
サンパウロは、かけがえのない思い出をつくるの
にも最適の場所です。グルメ、ショッピング、サッカ
ーなど、ブラジル最大都市の魅力を存分にお楽しみ
ください。
■ロータリー会員
国際大会は、世界中のロータリーの活動成果を実
感し、奉仕の効果を高める方法を学ぶ機会です。
大会前会議では、ローターアクターや青少年交換
役員が世界中から集まり、プログラムの成果をとも
に祝います。また、大会に付随して開かれる平和シ

ンポジウムでは、ロータリー平和フェローやフェロ
ー卒業生たちと一緒に平和と紛争解決について考え
ます。
サンパウロから「OLÁ!」（こんにちは）
大都市サンパウロは見どころがたくさんですが、
わずか数時間のドライブで、まぶしいビーチが広が
るマレシアスや、「美しい島」イリャベラに足を延ば
すこともできます。長時間ドライブも大丈夫、とい
う方は、ブラジルで最も美しい街といわれるリオデ
ジャネイロへの小旅行もお楽しみいただけます。
サンパウロについての詳しい情報は、「ロータリー
の友」誌 10 月号に掲載されている。
ブラジルの金融とアートの中心地、サンパウロ。
この街を満喫する一番の方法は、個性豊かな各地区
を散策することです。ギャラリー、本屋、ナイトライ
フで有名なヴィラ・マダレーナ地区（Vila Madalena）
から、国際的な料理のレストランで知られるハイノ
ポリス地区（Higienópolis）まで、それぞれが独特の雰
囲 気 を も っ て い ま す。ま た、イ ビ ラ プ エ ラ
（Ibirapuera）公園など、緑豊かな公園と庭園もたくさ
んあります。
■ナイトライフとレストラン
サンパウロは、シュラスコ（ブラジルの肉料理）、ピ
ッツァリア、ベーカリー、民族料理のレストランな
ど、ブラジルの食文化の中心地。ヴィラ・オリンピア
地区（Vila Olímpia）やヴィラ・マダレーナ地区（Vila
Madalena）にあるお洒落なバーでカイピリーニャ（ブ
ラジル風カクテル）を楽しんだり、屋台でココナツジ
ュースを買えるのも、ブラジルならではの経験です。
そして何よりも、ブラジル文化の代表、サンバの独特
なリズムにのって踊りを楽しみませんか。
■国際大会のプログラム
感動的な講演や世界トップクラスのエンターテイ
メントに至るまで、国際大会は忘れられない体験と
なるに違いありません。大会プログラムからいくつ
かご紹介します。
■講演
著名な講演者が、ロータリー活動でさらに高みを
目指す意欲をかきたて、国際ロータリー会長を初め
とするロータリーリーダーが、今年度の成果と来年
度の目標について語ります。
■エンターテイメント
本会議では、世界トップクラスのエンターテイメ
ントも楽しめます。
■分科会
プロジェクトのアイデア、ソーシャルメディア活
用のコツ、成功につながるアイデアをほかのロータ
リアンと分かち合いましょう。
■友愛の家
旧交を温め、新しい友人と出会う。それには、友愛の
家が絶好の場です。また、プロジェクトの展示ブー
スへの訪問、ロータリー職員との相談、最新の出版物
の閲覧、2016 年ソウル国際大会への登録ができます。
■行事やイベント
国際ロータリー主催の昼食会（チケット制）に参加
し、世界各地から訪れたロータリアンと食事を共に
しませんか。独自のイベントを企画することも可能
です。ホスト組織委員会の主催行事は、ほかのロー
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タリアンと知り合い、意見交換し、楽しいひと時を過
ごすのに最適です。

を通じて、将来の交換プログラムのための協力関係
を築きます。

■大会前会議
国際大会開会日より少し早めにサンパウロに到着
すれば、ロータリアン、ローターアクター、青少年交
換役員、ロータリー平和フェローのための大会前会
議に参加できます。

■国際研究会
現職、次期、過去の RI 役員が 2 日間にわたってグ
ループ討論やその他のプログラムに参加します。研
究会の参加者は、ロータリー平和シンポジウムに参
加するオプションがあります。

■国際大会のブログ「CONVENTION INSIDER
サンパウロ国際大会に関連する、最新ニュース、プ
ログラムのハイライト、インタビュー、その他の出来
事の最新情報を、「Convention Insider」でキャッチ。

■ロータリー平和シンポジウム
ロータリー平和フェロー、学友、ロータリアンが、
平和と紛争解決の分野におけるロータリーの活動や
役立つツールについて学びあい、第一線で活躍する
専門家の話を聞くことができます。

■講演者
現時点で最新のスケジュールは以下の通りですが、
今後変更される可能性があります。定期的にこのウ
ェブページをご確認ください。
本会議では、日本語の同時通訳が提供されます。

■閉会点鐘：赤木会長

■オスカル・アリアス・サンチェス
コスタリカ元大統領
ノーベル平和賞受賞者
◆ロータリー平和シンポジウム

■第8回(2月度)理事･役員会
■ゲイリー C.K. ホァンＲＩ会長
◆6月6日（土）
開会本会議にて歓迎の言葉

■ジョン・ケニー ロータリー
財団管理委員長
◆6月8日（月）
第3回本会議、ロータリー財団につ
いての基調講演
■K.R. "ラビ" ラビンドラン
会長エレクト
◆6月9日（火）
閉会本会議にて基調講演

■ジョン F. ジャーム 会長ノミニー
◆6月9日（火）
第4回本会議にて受諾演説

大会前会議
■ローターアクト
ローターアクターとロータリアンが交流し、貴重
な講演を聴くことができます。また社会貢献に関心
のある若者がグローバルな交流を楽しむ場となりま
す。
■青少年交換役員
ロータリー青少年交換プログラムに携わるロータ
リアンが一堂に会する行事です。参加者同士の交流

2015年2月4日(水)

於

たきび

18:30〜

1.1月の収支明細報告について
金子会員より報告、承認頂きました。
2.その他
●赤木会長：
親睦旅行 近くで歩こう会、ゴルフ会セットで考えた
らどうか。
→4月〜5月頃になるでしょうか。
●中丸理事：
新入会員 前回みえられた岩原さんが明日の例会に顔
を出しますとの事。
→ウエルカムと言って皆で歓迎しましょう。
●金子会計：
会費、入会金がネックになっている。
誘ってみた人からそういうニュアンスを感じました。
→減額も考えてみてはどうでしょうか。
●飯田理事
他の学校で入学金を０としたら相当数の応募があった。
→夜間例会を増やして若い人も入りやすくしたらど
うか。
●山本理事：
JCと交流を盛んにしたらどうか。
シェアクラブとロータリー合同例会
→赤木会長：3月頃にやりましょうと話はしてあります。
→北野理事長に夜間例会の会場を使えるかどうか。
使える前にお願いした事がある。7時頃から始めた
らどうか。月に1回やったらどうかとの意見。
●田中幹事：
3月26日(火)東京東久留米RCさんとの合同例会
→承認いただきました。
3.その他
地区大会の案内を早めに出してください。
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