第 1298 回
【点

例会記録

2019 年 11 月 8 日（金）

鐘】

親松 明 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

青戸 慶太 委員

【ソ ン グ 】

ロータリーソング『それでこそロータリー』

【ゲスト・ビジター紹介】
と が の

S.A.A 委員長 鈴木 豊成

親松

明会長

てつ

◆戸叶 哲様
Ｒ財団平和センター委員長
（川崎西ＲＣ）

梅澤馨会員へご子息の結婚祝いをお渡ししました。
【幹事報告】

宇津木 茂夫 幹事

★例会変更
【会長報告】

親松 明 会長

◎川崎中 RC ◎川崎とどろき RC ◎新川崎 RC ◎神奈川 RC

1. ガバナー事務所より

★会報着

〇第 7 回 日台ロータリー親善会議の

※今回のタウンニュースに中山隆弘会員のインタビュー記事

案内。 2020 年 3 月 6 日（金）14:00～
ホテルニューオータニ博多 ※鈴木憲治会員 参加予定
〇米山奨学生 年末パーティーの案内。
12 月 8 日（日） 18:00～20:30 ホテルキャメロットジャパン
〇今月（11 月）ガバナー月信、《新会員のご紹介》に山上剛
会員を掲載いたしましたが、会員情報が間違っているため
12 月号で訂正いたします。

が掲載されています。
【出席委員会】

・任意募金 26,536 円 合計 42,536 円

門間 亜砂子 委員長
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【ニコニコ委員会】
ニコニコ
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71.9％

梅澤 馨 委員長

第 1298 回(件数)

2. 台風 15 号 千葉県被災地義援金は 11 月 1 日に送金。
・会員一人当たり 500 円×32 名＝16,000 円

◎新川崎ＲＣ 第1164回（10/30）

19 件

合 計
￥19,000

●お客様
と が の

※第三グループ人頭分担金収支報告 合計額 ￥872,000

◇川崎西RC 戸叶 哲様（Ｒ財団平和センター委員長）

川崎西 RC へ青少年交換学生資金として￥772,000 送金

【本日は、お招きいただき有難うございます。平和センター

残額 ￥100,000 11/13 の会長幹事会で G 補佐に渡す。

プログラムにつきいくらかでもご参考になれば幸いです】
●会員
◇親松明会長【戸叶様、本日卓話宜しくお願いします】

第 １２９９回 例会 １１月２２日（金）会員卓話、健康体操
百合ヶ丘カントリークラブ
第 １３００回 例会 １２月 ６日（金）定例役員会⑥、年次総会 ホテルモリノ
第 １３０１ 回 例会 １２月１３日（金）幹事の日（半年を振り返って） ホテルモリノ
［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホ テ ル モ リ ノ 新 百 合 丘 7F
［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F
※第 5 金曜日 休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所

TEL：044-953-5111
TEL：044-966-1300
TEL：044-951-1322

◇宇津木茂夫幹事、◇大野勉会員、◇鈴木憲治会員【同上】
◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇梶俊夫会員

約 11,000 ドル）を学ぶ学生を支援する奨学金制度です。
現在タイのチュラロンコーン大学の短期プログラムが恒久的

◇木村良三会員 ◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員

な財団プログラムとなり、世界中に７大学、６ロータリー平和セン

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇長瀬敏之会員

ターとなっています。

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員
◇蓬田忠会員

【ロータリー財団委員会】

山下 俊也委員長

第 1298 回(件数)
Ｒ.財団

世界のロータリー平和センター提携大学

以上、ご協力ありがとうございました。

合 計

5件

●ブラッドフォード大学
●デューク大学及び
ノースカロライナ大学
チャペルヒル校

￥20,800

●国際基督教大学

◇親松明会長【本日は戸叶さん卓話宜しく】

●クイーンズランド大学

◇鈴木憲治会員【今日は立冬です】
◇円城寺広明会員 ◇佐々木範行会員 ◇山下俊也会員

●ウプサラ大学
●チュラロンコーン大学

ご協力有難うございました。

応募者の資格条件
●職業や学業における業績、個人的活動、社会奉仕活動を通
じて、国際理解と平和に対する熱意と献身を明らかに示してい
ること ●申請時に、優秀な成績で関連分野における学士号、
またはそれに相当する学位を保持していること ●修士号取得
山下俊也 R 財団委員長

木村良三 米山記念奨学会委員長

【米山記念奨学委員会】
米山記念奨学

木村 良三 委員長

開発修了証取得プログラムの場合、現在フルタイムで中堅職

合計

または上級職として雇用されており、関連分野に於いて少なく

4件

¥32,000

とも５年間の職務経験を有していること ●修士号取得プログ
ラムの場合は第二言語、専門能力開発修了証取得プログラム

◇鈴木憲治会員【今日は立冬です】 ◇佐々木範行会員

【招聘卓話】

計３年以上のフルタイムの職務経験を有すること ●専門能力
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◇親松明会長【本日は戸叶さん卓話宜しく】
◇鈴木豊成会員

プログラムの場合、有給、無給を問わず、関連分野に於いて合

ご協力有難うございました。
と が の

てつ

Ｒ財団平和センター委員長 戸叶 哲様

R 財団平和センター委員会は国際的なプログラムです。今年
度の委員長をさせて頂いております。恐らくこの委員会をご
存知の方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。
少しでもご理解していただけるように、ご説明いたします。

平和および紛争解決の分野における
国際問題研究のためのロータリー平和センター

の場合は英語に堪能であること ●優れた指導力（リーダーシ
ップ）を備えていること

ＩＣＵ ロータリー平和フェロー 17 期生
●女性：７名 男性：３名
●年齢：20 歳～59 歳
●国籍：コロンビア、イタリア、
ブラジル、アメリカ２名、
ガンビア２名、コロンビア、
南スーダン、オーストラリア
●担当地区：2580、2590、2750、
2770、2780、
●カウンセラー：東京新都心、
川崎西（戸叶哲様）、
東京多摩グリーン、大宮、相模原西、東京愛宕、市川東、
東京福生、横浜港南、上尾西
日本におけるロータリー
平和センターへの支援について

このプログラムは、ポール・ハリス没後 50 周年とロータリー財

●プログラムの費用は、世界中のロータリアンからの寄付があてら

団の教育的プログラム創設 50 周年を記念して、ロータリー財団

れています。 ●日本では、２００４－０５年度より、ロータリアン１

の使命である国際理解と世界平和を推進するために設立され

人１５円、合計で約１35 万円弱のご協力を来日フェローのために

た「ロータリー平和センター」で、

いただいており、フェローの広島研修旅行等の経費に使われて

① 修士号取得プログラム（2 年間、50 名、約 80,000 ドル）

います。 ●平和センターの支援については、ロータリー平和セ

② 専門能力開発修了証取得プログラム（3 ヵ月間、50 名、

ンターの所在する２７５０地区（東京都及びグアム、ミクロネシア）と

③ 約 11,000 ドル）を学ぶ学生を支援する奨学金制度です。

その周辺の地区でホストエリアを構成し、現在は下記の６つの地

その周辺の地区でホストエリアを構成し、現在は下記の６つの地
区が担当しています。 ●２５８０地区（東京都北部及び沖縄

平和フェロー顔合せ会 8 月 ＩＣＵ

県）、２５９０地区、２７７０地区（埼玉県南東）、２７８０地区（川崎、

17 期生

横浜を除く神奈川県）、２７９０地区（千葉県）、２７５０地区 ●平
和センター所在地区である２７５０地区のパストガバナーが、歴
代のホストエリア地区のコーディネーターに任命されています。
（前コーディネーター 辰野克彦、前々 久邇邦昭） ●ホストエ
リア連絡協議会を設置し、コーディネーターが中心となり、６地
区より委員、およびカウンセラーの推薦をいただき、定期的に会
合を持ち、セミナー開催やフェローへの支援をしています。

●これだけ重要なプログラムですが残念ながらこのプログラ
ムは、一般の日本国内のロータリアンにまだまだ周知されて

平和フェローの支援について

いません。そのため、日本からの応募者が、大変少ないのが

支援内容

現状です。是非、このプログラムをクラブで紹介していただ

ホストカウンセラーの任命

き、応募者を探し推薦していただきたいと存じます。ぜひお

本部選考会後、ＩＣＵへの合格が確定した段階で連絡協議

声をおかけ下さい。

会を開催し、各地区ロータリー財団委員会のカウンセラー

●現在、アジア地区に唯一あります国際基督教大学(ICU)

割当を決め、地区内で内定後にホストエリアコーディネータ
ーより地区ガバナーに任命の手配を行う。
カウンセラーオリエンテーションの実施

のロータリー平和センターを支援していますのは、ICU の近
隣のクラブで構成するホストエリア連絡協議会（第 2580・
2590・2750・2770・2780・2790 地区）です。

新たにカウンセラーとなるロータリアンを対象に、プログラム
の意義、経験談、カウンセラーの心得などを共有するオリ
エンテーションを実施する。
フェロー来日時の出迎え、奨学金受け渡し
（住民登録・口座開設・住宅契約・他）
顔合わせ会の実施
フェローオリエンテーションと歓迎会の実施
日本文化交流会などの交流行事の実施

戸叶様、卓話を有難うございました。

名刺及び印鑑の作成手配

【四つのテスト】佐藤 達弥 会員

広島研修旅行の受入依頼と研修費用手配

【会報委員会】

ホストエリアセミナーの実施

◇文責：円城寺 広明委員長

【点 鐘】 親松 明 会長
◇写真：川崎 航 委員

