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第２５８０地区テーマ 『感動と調和』
ガバナー 吉田 雅俊
RI 会長
イアン H．S．ライズリー

クラブテーマ

『楽しく魅力あるロータリー
ライフを過ごすためには』

第 46 期

クラブ会長

虎井

廣志

点鐘 ： 虎井 廣志 会長
ソングリーダー ： 髙木 裕 会員
・国歌
「君が代」
・ロータリーソング
「奉仕の理想」斉唱

会務報告 ： 虎井 廣志 会長
・「ロータリーの友」2 月号ｐ40 声の欄に名取ＲＣの記事が掲載されています。ご一読下
さい。名取ＲＣから事務局に連絡があり、記事の最後の「いいネ、いいネ、いいネ」が削除
されていたと連絡があったそうです。
日体桜華高等学校から卒業証書授与式への来賓としてのご案内が届いています。
（以前交換留学生のエゲさんが通っていた学校）

幹事報告 ： 藤宮 志津子 幹事
①「ロータリーの友」「ガバナー月信」が届いています。全員配布
②ロータリー手帳販売のお知らせ。ご案内を回覧しています。購入される方は、ご記入
願います。
③会議のお知らせ。
・地区少年奉仕包括成果発表会

4／8

13：00

該当者に配布。

・ロータリーフェローズ東京創立 50 周年記念例会のご案内 4／22

13：30 回覧

委員長報告 ： 尾崎 誠 クラブ奉仕委員長
・昨日、守重次年度幹事と共に、次年度多摩地区予備連絡会に出席してきました。内容
としては、次年度の松坂ガバナー方針として「これからのロータリーの行き先を考える
ために研修に力を入れる」と言うことです。2016－2017 年度の上山ガバナーから「親
睦と研修」を続けてきていますが、「ＲＬＩ（Rotary Leadership Institute：ロータリー・リー
ダーシップ研究会」りようした研修を進めて行くと言うことです。第 2580 地区のガバ
ナー補佐が現行の 11 名から 13 名に増えます（沖縄分区で 2 名増）。第 2580 地区は、他地区から見るとガラパゴス
化されていると見られているそうです。それを改革していきたいと言うことです。
・ 例会場：〒207-0022 東大和市桜が丘 1-1330-19
・ 例会日 ： 毎週火曜日 12:30～13:30
ＢＩＧＢＯＸ東大和内
・ 創 立 ： 1972 年 2 月 23 日
TEL 042-566-6411
・ 認 証 ： 1972 年 3 月 3 日
・ 事務局：〒207－0014 東大和市南街 5－89－11 2Ｆ ・ 日本ＲＣ認証 №1100
TEL 042-564-8338 FAX 050-3488-1715
・ E-mail : info@higashiyamato-rc.org

委員長報告 ： 浦川 哲男 バギオ基金 副幹事
・2／9－12 まで若林会員と共にバギオに訪問交流の旅に行ってきます。今回で 39 回目
です。その内私は、11 年連続になります。副幹事を務めていますので、皆様方のお世話
係となっています。昨年は 52 名の参加でしたが、今年は 64 名の参加となります。64
名の内 33 名が初参加となります。近年フィリピン内の移動にチャーター機を利用して
いたのですが、今年は、マニラ空港の使用許可が出なかったため、バス 3 台での往復
となります。若林会員が最終日に観光をすると言うことで、私と別行動になりますので不安な面もありますが、無
事に自宅まで送り届けたいと思っています。

委員長報告 ： 若林 和男 社会奉仕委員長
・「新春福袋演芸会」の人数確認表をお配りしました。販売依頼した会員、諸団体、招待
者です。チケットでの確認人数は、188 名でしたが、ダンスの子ども達にも観賞して戴い
たので 200 名以上となり盛会に開催されたと思います。

出席率発表 ： 岩田 英樹 出席委員長

会員数
24 名(免除者２名)

出席者

出席率

14 名

63.63％

修正

ニコニコ発表 ： 木下 富雄 親睦委員長
虎井廣志会長

今まで「ロータリーの友」を真剣に読んでなかったことを反省致しま

す。しっかり読んでいる方もたくさんいるのだなぁと感じています。
藤宮志津子幹事 立春すぎても春はどこ？どこ？足元と体調管理に気をつけましょ
う。

記念月

入会月（1 月度） 竹田光明会員

1 年間お世話になりました。今後とも宜しくお願いします。

夫人ＢＤ月（11 月度）佐藤公兒会員
ニコニコ 本日計

9,000 円

累計 610,134 円

全員協議会 ：
１）交換留学生の件
青少年奉仕委員会 金野眞一委員長
・次年度の交換留学生の受入を地区に連絡してあります。5－6 月にカウン
セラー会議が有ると思っています。今年度内にカウンセラーとホストファ
ミリー（3 ヶ月×4 家族程）をお願いしていきたいと考えています。
藤宮志津子幹事

皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

安部琢正会員

現実的に受け入れられるられない環境があると思いますので考慮して戴きたいと思います。

木下富雄会員

国際交流として良い制度と思いますが、中途半端な考え方では出来ないと思いますので、東大和

ＲＣ全体として受け入れる方を支えて行く事を考えていくことが良いと思います。

岩田英樹会員

受け入れたい気持ちはありますが、今の家庭の事情では難しいです。

波多野永一会員

個々の家庭環境があるので、ホストファミリーになられた方を皆で支えて行くのが良いと思いま

す。
浦川哲男会員

1 週間位で有れば受け入れられるとは思っています。男・女の別によっては受入可能な家族がある

とは聞いています。やると決めたら皆で協力しなければならないと思いますが、3 が月単位というの
は非常に厳しいと思います。会員以外にホストファミリーになって戴ける所が有るという話を聞きま
したので、そう言う方々にお願いする方法もあると思います。
尾崎

誠会員

守重勝弘会員

クラブ外で受け入れて戴ける所が有ればお願いしても良いかと思います。
今迄何人も受け入れさせて戴いていますが、受け入れると大変なこともありますが、楽しいことも

沢山有ります。家庭的に色々有りますが、最終的には受け入れていきます。
髙木

裕会員

私が高校 2 年生の時に、父がロータリアンであったのでオーストラリアの方を受け入れていました。

その家族が一昨年に訪れて来たこともありその意義は凄く感じています。現在の現実的な状況を考
えると難しいのですが、姉家族が留学生の受入を数回していますので依頼の可能性があるのかなと
思っています。ロータリーとしてしっかりサポートして行けば良いのかなと思います。
若林和男会員

諸事用により私には難しいと思います。

竹田光明会員

休みに遊びに連れて行ったりとかは出来ると思いますが、受入は家族との要相談となります。

金野眞一委員長

貴重なご意見ありがとうございました。これから、皆様方にご協力戴きながら進めて行きたい

と思います。今後お願いに伺います。カウンセラーをお受けできる方いらっしゃいますか？
浦川哲男会員

ホストファミリーにはなれませんが、お受けします。

髙木

交換留学生が何時、誰が来るのか決まっていますか？

裕会員

金野眞一委員長 決まっていると思いますので確認します。
虎井廣志会長

娘は了承しているのですが、男女の別は気になっています。自分の所が無理で有れば第三者に頼

める方を皆さんでも検討して戴ければと思います。
守重勝弘会員

青少年の受入で一番問題になるのは、セクハラの問題です。全てが東大和クラブの責任になりま

すので、外部委託の場合には特に気を付けなければならないと思います。1 年間預かる中で短期間
の空白が出来てしまう場合は、地区委員が責任持って受け入れる体制を取っています。
２）夜間例会会費の件
浦川哲男会員

新年会の会費が 5,000 円というのは解るのですが、毎月の夜間例会の会費も 5,000 円というのは

如何なものかと思います。会費 2,000 円と例会費 1,000 円でよろしいのではないでしょうか。
藤宮志津子幹事 取り敢えず 5,000 円で試してみると言うことでしたが、毎月 5,000 円会費で続けたいという方
いらっしゃいますか？特にいらっしゃいませんので元に戻します。また、ご意見があった時には検討
します。

ｍｅｍｏ

