
 

 

 

 

 

 

第1320回例会報告 

第 1320回例会報告 

会長挨拶 

会長蒲地整志 

温故知新 
「故きを温ねて新しきを知る」 

昔の物事を研究・吟味して、そこから新しい知識

や見解を得る。 

経験を良い方向へ活かせと言う事だと思いま

す。 

対して「歴史は繰り返す」は、昔起きた事は何度

も起きると言う事ですが、 

こちらはどちらかと言うと、悪い事の方に使われ

ている事が多いように感じます。 

人類の歴史を振り返ってみますと、どうも「歴史

は繰り返す」（悪い方に）の方が多く、「温故知新」

の方が少ないように感じます。 

特に最近のスポーツ界（全柔連や日本野球機

構）の不祥事（不祥事ではないと言っているトップ

もいますが）は、歴史は繰り返すどころか、悪化の

一途をたどっていると言っても過言ではありませ

ん。 

もう怒りを通り越して、悲しみや諦めの心境にな

ってしまいます。 

ロータリークラブは「歴史は繰り返す」では無く、

「温故知新」で活動していきたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

◇幹事報告◇ 

【報告事項】 

１.ロータリーの目的「綱領」邦訳の改定について 

2.標準ロータリー・クラブ定款の改定について 

3.RI第 2600地区補助金申請の承認がされました 

口座連絡は済ませましたが、7/28 補助金管理に

関する会議があります。このことに関しては、次年

度に申し送ります 

４.平和フォーラムの際「世界平和宣言」が出され

ました。 

5.駒ヶ根 RC より例会日変更の予定が来ています。

7月から月曜日が火曜日に変更になります。 

【連絡事項】 

1. インターアクト地区大会参加要請がきました。

7月開催ですので次期委員長の小口直久さん

にお渡しします。参加にご協力ください。 

2. 米山奨学生のクラブ訪問に関する案内が来て

います。米山奨学生交流クラブとして協力す

る旨申請を出してありますので、次期委員長

の西沢さんにお渡しします。 

■出席報告 
会 員 数     35名 
出席対象     33名 
出席者数     25名 
出 席 率      75.8％ 
前回修正     78.8％ 

■今週のことば 

 

■ニコニコ BOX 

２４名    27,000円 
累 計   1,166,000円 
目標額         130万円 
達成率          89.7％ 
 

■次回のプログラム 

6月 27日 

最終夜間例会 

午後 6：00受付開始 
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平成２５年６月１３日（日） 晴れ 
 



SUWAKO ROTARY CLUB WEEKLY      NO.1320    P2 

3. 地区の会員増強維持セミナーの資料が届きま

した。次期委員長の高山さんにお渡しします。 

【受領文書】 

1. 世界平和フォーラム参加お礼状が届きまし

た。 

2. 堺フェニックスクラブより、クラブ訪問お礼の手

紙がきました。渡邊会員、長崎会員、森山会

員の訪問に感謝する手紙です 

3. 富士見ロータリークラブより４０周年記念式典

参加のお礼状が来ています 

4. ローターアクト地区大会のお礼が届きました。 

5. 青少年健全育成協議会総会報告が届きまし

た 

6. 岡谷ロータリーからウィークリーが届きました 

7. 諏訪ロータリーからウィークリーが届きました 

 

第 1320回例会 

国際奉仕委員会 

「国際奉仕委員会本年の詳細事業報告」 

 全委員会の事業報告は次週の予定ですが、国

際奉仕委員会では一週繰上げ詳細な一年の活

動報告とその活動の評価を報告をしていただきま

した。 

第 27期に引き続きセブ島支援一歩踏み出した

形で進めました。マクタン小学校、グァダルーペ

小学校に鍵盤ハーモニカを贈り音楽教育を支援

するとともに、その学校と諏訪地方の小学校・中学

校の生徒が交流し、国際理解を図るとともに、英

語教育の一助とするために映像を含む同時通信

（Skype）交流を図りました。またマッチング・グラン

ト、フューチャー・プラン事業を研究し、現地クラブ、

国際ロータリーとの共同を模索しました。セブ島支

援事業を内外に PR し賛同クラブや団体、学校等

と共同で事業を進めることを試みました。 

1．米山奨学会寄付の募集RIロータリー財団寄付

募集 

米山実績10.8万円 寄付募集49万円 合計59.8

万円 

評価：目標額に対してはクリアーできましたが、地

区要望一人 2万円のお願いがあり、残念ながら要

望に応えることができませんでした。対前年比

196％ 評点 90点 

財団実績 7.4 万円個人寄付 34.2 万円合計 41.6

万円 

評価：目標額はクリアーできましたが、地区要望は

一人 150 ドル計 42万円には、わずか及びません

でしたが、前年は東日本大震災の寄付が含まれ

ているので対前年比 57％ 評点 98点。 

２．セブ島支援 

実績 1月 11日～19日1回 12名（計画：年2回訪

問 1月・6月） 

評価：本年 2 回の訪問を予定しましたが、効率を

求め1回で済ませられるよう計画をし、ほぼ予定を

完結しました。＊新たなメンバーの参加をいただ

きました。またRC外3名の参加がありました。少し

づつ RC 内、RC 外にも理解者や賛同者が求めら

れ始めています。 

旅程：其々の都合に応じ、随時参加・離脱 

評価：多くの皆さんが参加しやすいように、かなり

柔軟な対応をしました。主要な行事には全員参加

でき、良かったと思います。 

1)セブ島の子供達に音楽を！日本の子供達に

生きた英語を!! 

①セブ・マクタン島の実情視察及び井戸の検

査 

評価：実情視察は初めて訪れた方には、格差

社会の一面を見ることができセブ島の現状を

理解していただきました。＊井戸の検査は、マ

クタン島の3井戸を見ました。健在でした。セブ

島の井戸については、グァダルーペ RC が維

持を図っていてくれています。 

②新規応募校の面接及び趣旨説明・鍵盤ハー

モニカの講習 

趣旨説明ナネ先生（マクタン小英語の先生）指

導藤森先生→次期導入校の先生達 6名 

評価：ナネ先生が積極的に、他の小学校にも

紹介してくれて、新たに 2 校が応募してきまし

た。このくらいのペースが、こちらの鍵盤ハー

モニカの収集ペースにあっていて良いでしょ

う。 
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③大人たちの交流セブ・グァダルーペ RCパス

ト会長マクタンの小学校先生 12名スタッフ 4名 

評価：訪問してただ見学しているだけではなく、

現地の先生と交流でき、いろいろな話も聞けて

良かった。グァダルーペ RC のパスト会長さん

の「多くの支援ｸﾗﾌﾞが一回の支援で終わってし

まうのに継続して粘り強い支援に驚くと共に敬

意を表する」と言う挨拶が印象的でした。 

④マクタン小・イボ小・グァダルーペ小学校視

察 

鍵盤ハーモニカを使った音楽学習発表・贈呈

式・下中生徒が作った資料に基づき日本の中

学校生活の解説・日本との Skype 試験及び交

流打合せ・交流用パソコン寄贈・マクタン小学

校学校改修補助校舎ファサードの改修 

評価：順調に練習もでき、曲も進化していまし

た。両国の先生間のコミュニケーションもとれ、

今後の交流が期待できます。子供たちの国際

交流については、日本側の受け手の学校が決

まらないので、日本側の学校への PR をし、参

加校募集を計らなければならない。 

2)デイ・ケア・センター(Palish ofAlianceFoundati 

onInc.)視察・補助金授与→4万円 

子供たちの学習成果発表視察 

評価：子供達は楽しく学習していました。＊但

し、アリタさんの高齢化を想うと今後の保育所

維持・存続が心配である。 

*鍵盤ハーモニカ収集 12-13年度 200台 

現在 140 台が収集備蓄され、次年度輸送プン

タエンガノ・ブアヤ小学校へ寄贈予定 

地区資金（20万円）の申請受理 

＊支給条件の提示が曖昧で、報告書の書換を

2度しています。 

評価：事業の全容を理解して支給することを求

めたい。 

３.ミンダナオ子供図書館訪問活動調査及び助成 

評価：ミンダナオ子供図書館の活動は人道的か

つ識字率の向上も含み、ロータリーの国際奉仕活

動に相応しいもののように感じました。次の奉仕

活動にという思いはあるが、当面セブ島の支援を

続け、一定の時点で切り替えるのも良い。当面は、

ロータリアンやら一般の人を含めて援助をしたい。 

４．米山奨学生の招請卓話 12月 1日 

タピア・ミゲル君フィリピン・ミンダナオ島ダバオ出

身 

＊2640 地区パストガバナー米田眞理子氏他地区

役員 2名来訪 

歓迎レセプション設営三井パストガバナー宮坂ガ

バナーエレクト山崎ガバナー補佐参加 

評価：フィリピンからの奨学生が日本で 1名しかい

ない、成績優先で選抜して中国・韓国が多いとい

う現状は、疑問に思う。東南アジア全般から相応

に選抜し、東南アジア全体の底上を図るべきでは

なかろうか。 

５．その他： 

1）交流の受け手になる学校の募集 

①東海第 3 高校インターアクトクラブへの説明

a.鍵盤ハーモニカの収集のお願い b.交流の受

け手のお願い 

評価：担当の池谷先生が興味を持ってくれて、

生徒に勧めてくれています。生徒も乗り気にな

ってきています。学園祭でハモニカ収集の呼

びかけをしてくれそう。但し、インターアクトクラ

ブは茅野 RC の管轄で、事前に茅野クラブへ

話しておくことが必要。 

②下諏訪町内学校への働きかけ←下中林先

生 

林先生より：6月6日、町内4校に説明会をした。

それぞれが各校に持ち帰り、検討し、回答する

ことになっている。学校によっては単発の試み

になるかもしれない。 

評価：歩みは遅いけれど、とりあえず足掛かり

をつくっていただいた。一歩前進。公教育は手

続きに時間がかかるが、焦らずに待つことも大

事。 

2）堺フェニックス・ロータリークラブとの交流 

＊12 月の米山奨学生招請の返礼と寄贈ボート

の品定めに行ってきました。 

＊堺フェニックス RC の会員から鍵盤ハーモニ

カの収集・寄贈について興味を示されました。 

P3 


