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「

平和と紛争予防月間について

青木謙二

」

会員

「会長の時間」
会長

前回同様、コメントしたこと意見が出され
たことを整理してみました。
スマイルボックス委員会：目標 55 万円、
実績 12 月末 27,1500 円です。ほぼ計画とお
りですが、予算化されているので、ご協力お
願いします。出席率向上と会員増強が必要。
青少年交換委員会：将来、インターアクト
クラブの活動計画に入る可能性もあるので、
情報収集をお願いします。
ロータリー財団委員会：ロータリー財団年
次寄付金は一人当たり 150 ドルです。三年後
に寄付金の半額が使用でき、同じく三年後の
クラブ奉仕活動に地区補助金も使用できます。
今年はよつば保育園のプール寄贈、次年度
も活動を予定しています。ポリオプラス基金
は、あきいちの際にボックスを置き、募金を
募りました。

大谷 和年

司会 SAA 青木謙二 会員
大谷和年 会長
開会点鐘／ロータリーソング
「我等の生業」／「四つのテ
スト」唱和／お客様並びに来
訪ロータリアン紹介／昼食／
ゲスト卓話／会長の時間／幹
事報告／各委員会報告／出席
報告／スマイルＢＯＸ報告／
閉会点鐘

現在「ひぐちクリニック」と「小泉クリニ
ック」に協力をお願いし、ポリオプラス基金
の募金箱を受付においていただいています。
三月末までの予定です。
SAA：この前のコメントには話をしません
でしたが、新年会等の特別なイベントの市長
とか校長先生とかのお客様については、多く
の会員のお迎えが必要なのではと感じていま
す。
親睦活動委員会：後期にボーリング大会を
実施します。場当たり的なイベントの実施で
なく年度計画を立て実行するべき。
IT 委員会：マイロータリーの登録向上に、
自分での登録の支障ある場合は未登録者の登
録委任状を頂き、代理登録を実施いたします。

クラブ広報委員会：あきいちでの奉仕事業
の活動記録のパネル表示は今後も続けていく
べき。
社会奉仕委員会：月 1 回の清掃活動の見直
しの検討。リサイクル品協力してくれる会員
会社への回収作業協力があればより集まる。

「

平和と紛争予防／紛争解決月間について

ロータリ
ー財団と
して １）
平和と紛
争予防／
紛争解決
２）疾病
予防と治
療 ３）
水と衛生
４）母子の健康 ５）基本的教育と識字率向
上 ６）経済と地域社会の発展６つの項目が
あります。平和と紛争予防／紛争解決は、大
変おもいテーマです。なぜ、戦争がおきるか
というと紀元前からあるように陣地争い、宗
教的問題、民族問題、近代では、資本家と労
働者による問題から紛争がおきています。ロ
ータリーは、政治、宗教に関しては不加入で
す。今、世の中で起きている戦争や紛争は、
政治抜きにして解決できるかというと不可能
だと思います。ロータリーとし、戦争や紛争
をなくすことは大きな課題だと思います。ロ
ータリーは、戦争や紛争をなくす為に人材の
育成に力をいれています。それが、ロータリ
ー平和センターです。世界各地で協力と平和
を推進し、紛争解決に貢献するリーダーです。
争いのない世界をめざして行動するための知
識と行動力を備えた人がフェローとして選ば
れます。平和を築き、寛容の精神を育てる活
動が行っています。草の根の活動から国家間
協力にいたる、さまざまな分野の平和専門家
が育っています。また、平和のためのロータ
リアン行動グループも精力的に活動していま
す。修士号取得プログラム（2 年間）と修了
証取得プログラム（3 カ月間）があり、平和
センターの学生は「平和フェロー」と呼ばれ
ます。今日、世界には 900 名以上の平和フェ
ローがおり、その活動分野は、国境付近の紛
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その他：昼食のドタキャンは千円いただく。
例会欠席は寄付を頂く。前週の前期経過報
告・後期計画ありがとうございました。

」

報告：青木謙二

会員

争解決、世界銀行のプログラム開発、児童労
働を禁じる法案作成、外交官の安全保障など、
多岐にわたります。ロータリー平和センター
は、ロータリー会員、ロータリー地区、その
他の個人と世界中の財団からの寄付によって
支えられています。
国連で決議した世界を変える為に 17 の目標
があります。①貧困をなくそう②飢餓をゼロ
に③すべての人に健康と福祉を④質の高い教
育をみんなに⑤ジェンダー平等を実現しよう
⑥安全な水とトイレを世界中に⑦エネルギー
をみんなに そしてクリーンに⑧働きがいも
経済成長も⑨産業と技術革新の基盤をつくろ
う⑩人や国の不平等をなくそう⑪住み続けら
れるまちづくりを⑫つくる責任つかう責任⑬
気候変動に具体的な対策を⑭海の豊かさも守
ろう⑮陸の豊かさも守ろう⑯平和と公正をす
べての人に⑰パートナーシップで目標を達成
しよう。
ロータリー財団の寄付は、重点目標を達成す
るために使用されています。得たお金を社会
に還元すれば豊かになります。良いいみでの
因果応報です。ロータリーの基本的な考えの
気持ちを持つことが大事だと思います。
今、アメリカやヨーロッパでは、難民の問題
があります。自分達を守る為に他を受け入れ
ない。悲しい世の中になりつつあります。だ
んだん世の中が進んでいくと、心がすさんで
いく感じがします。

個人的な考えになりますが、ロータリーの考
えは全て正しいと思っています。奉仕をする
ことは、とても大事だと思います。人間、欲
があるから紛争や戦争がおきると思います。
欲を捨てられるかといえば無理です。欲がな
ければ発展は無理です。この欲を自分の中で

「２月の誕生祝福

Happy

長澤初男 会員 6 日/星遵一 会員 28 日

きちんと理解し、相手に対して愛し理解する
ことがとても大事なことです。人にたいして
尽くすことをやめずにいれば、紛争や戦争が
なくなっていくと思います。

Birthday♪」

大谷会長の直筆のカードが手渡しされました

「Lunch time １分間スピーチ」

荒明健

会員

ワンポイントレッス ハラスメントのこと。ハラスメントという
とセクハラ、パワハラ、マタハラが一般的ですよね。たばこでもス
モークハラスメントとかあり、実は、30 種類ぐらいあります。ｓｙ
怪人として、世知辛い世の中になってきたなと感じます。仕事がで
きなくて、叱るのは当たり前ですが、度を超すとハラスメントにな
ってしまいます。一番心配なのは、そのことで、うつ病になったり、
自殺においこまれたりすることです。そうなると、会社と上司の責
任になってしまいます。全国的にこの様な問題が多くなってきてい
ますので注意していただきたいと思います。 セクハラですと男性から情勢へのイメージがありますが、
女性から男性、同性同士でもなります。同じくパワハラも上司から部下だけではありません。気を付け
ていただければと思います。

2019-2020 年度テーマ
「ロータリーは世界をつなぐ

Rotary Connects the World」

マローニー会長エレクトは次のように述べました。「ロータリーは、
より健康で、平和で、持続可能な世界に対する国連の継続したコミ
ットメントを共有しています。また、ロータリーはほかの組織には
かなわないものを提供します。それはつまり、奉仕と平和という精
神の下に世界中の人びとがつながることができ、目標に向かって意
義ある行動を起こすことのできるロータリーのインフラです」
3

「幹事報告」
●2019-20 年度版「ロータリー手帳」予約がはじまりました。●2018-19 年度クリスマス会・新
年会 会計報告がありました。●「抜粋のつづり７８」が届いています。

「各委員会報告」
●1 月のゴミ資源回収費と回収団体報奨金の報告がありました。

￥１０,８５０．

計

青木謙二
大谷和年
岡田義則
小澤積
川崎博祐
酒井善盛
佐久間岩男
長澤初男
野口美佐子
野地庄蔵
星遵一
宮城住夫
門馬純子
山田実
渡部亜季

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

￥13,000.

累計

￥181,000.

計 ￥21,000.

累計

￥184,000.

計

累計

￥346,106.

￥16,000.

卓話させていただきありがとう御座意ます
青木会員卓話ありがとうございます。
青木会員卓話ありがとうございます。
青木会員卓話ありがとうございます。
青木会員の卓話に感謝して!!
誕生日祝いありがとうございます。
２月の Birthday の皆様おめでとうございます！

青木さん、卓話ありがとうございました。

（円）

出席報告 ： 会員数２９名

南相馬ロータリークラブ

Since.2007

出席数１２名

会長：大谷

出席率４１％

和年 / 幹事：岡田義則

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０
例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6
事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6
TEL 0244-23-1268 FAX 0244-26-5935

HP http://www.minamisoma-rc.org/ E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp
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