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（過去 3 回の修正出席率

【本日の例会】

「
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バイマーヤンジン故郷に恩返し

10/1：100％

10/10：100%

）

」ヤンジン後援会 澤田文夫 様
11 月はロータリー財団月間です！

会長挨拶

「

ヤンジン後援会長を迎えて

」

梅村順一君

【梅村会長】国際奉仕とは、国際理解と親善、平和を推進するためにロータリアンが実施する
全ての活動です。ポリオ撲滅に向けた活動は、ロータリークラブの大きな功績であるといえま
す。また青少年交換や米山記念奨学事業もその国際奉仕といえるでしょう。
今年度の活動方針の中で国際奉仕委員会の佐野委員長が、国際奉仕の位置づけを分かり易く
説明いただきました。富士山のふもとにあるのが職業奉仕であり、その土台となる基礎を固め
るのがクラブ奉仕です。次に中腹にある社会貢献事業として、社会奉仕や青少年奉仕を学び実
践します。そしてスキルを高め頂上にある奉仕活動が、国際奉仕であるといえます。
国際奉仕という世界社会奉仕活動は、発展途上国や開発途上国に対する人道的奉仕活動というニーズにより、国
際奉仕活動の新たな流れになりました。このＷＣＳ活動（World Community Services）と称される世界社会奉仕
活動には要件があります。①プロジェクトは、人道的奉仕活動であること。②2 か国以上のロータリアンが関与す
ること③プロジェクトはいずれかの 1 か国で実施との 行動指針が示されています。資金調達は、ロータリアン個
人やクラブの提供のほかに、ロータリー財団から国際財団活動資金（WF）
、あるいはロータリー財団から地区に供
与される 地区財団活動資金（DDF）と地区補助金（DSG）を利用する事も可能です。
今年度新たに紹介する国際奉仕活動は、
「チベットの教育支援」です。ご存じのとおり、チベット自治区は中華人
民共和国の政権下にあり、ＷＣＳ活動としての要件である現地のロータリアンが関与できないことからグローバル
補助金の活用はできません。そこで今回はクラブの資金を活用させていただき支援のきっかけを探ってみたいと考
えています。
1950 年、圧倒的な武力でチベットは制圧され“チベット自治区”となりました。チベットの人権を奪い、大量
の移民政策により飢餓状態に追い込まれました。チベット文化が否定され信仰の自由さえ奪われます。今後チベッ
ト仏教徒は、民族浄化され共産党支配下に置かれることとなります。自国を守っていくためには、教育のレベルを
高め自らが国の将来を判断していかなければなりません。あくまでも人道的奉仕活動として政治的な是非を問うの
ではなく、教育の質を高め自らが正当な判断ができるように、わずかながらでも教育の支援ができればと考えてい
ます。
「チベットへの教育支援」が、国際理解を促す一つの選択肢となることを期待して、会長挨拶といたします。

前回の卓話 「移動例会」 ～愛知県有形民俗文化財『万足平の猪垣』保全活動紹介～
万足平を考える会

会長 梅村奉英

様

万足平を考える会は、昭和 56 年に愛知県有形民俗文化財に「万足平の猪垣」が指定され、この猪垣を管理
する人が居ないということから、平成 17 年より発足し、平成 19 年より石積みの方法を額田石材さんの職人
さん達に教えてもらいながら自らで石積みを開始して猪垣の修復に努められているそうです。石積みはパズル
の様で楽しいのですが、半日かけても２～３メートルくらいしか積めないそうです。江戸時代の先人が獣害か
ら人命や農作物を守るために必死で作られた貴重な遺跡を目の当たりにして、先人の苦労もさることながら技
術の高さにも感銘を受けました。

≪幹事報告≫

≪前回の委員会報告≫
◼ 10/30(金)岡崎 5ＲＣ幹事会に幹事林が出席します。 出席委員会 本日の出席率 76.09%(欠席 11 名)
◼ 11/4(水)16 時～第 2 回会員増強委員会をローレラ
前々回(10/10)の修正出席率 100%(欠席 0 名)
イにて開催します。
ニコニコ委員会
◼ 11/5(木)例会終了後、第 12 回理事会を開催致しま ☺ 本日の移動例会にご参加の皆様からニコにご協力を
す。役員理事の方はご出席をお願いします。
頂きました。ありがとうございます。
◼ 11/5(木)18 時半～指名諮問員会を魚清にて開催し
ます。出席対象者の方は宜しくお願いいたします。
◼ 11 月からの例会は通常例会とし 60 分間に戻します。

11 月の例会予定
例会予定

例会場

内容

11/12(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「インターアクト活動報告」光ヶ丘ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞの皆様

11/19(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「501」

「ロータリー財団プログラムについて」加藤博己様

11 月 26 日（木） 定款第 7 条第 1 節の規定により休会
クラブ例会変更・休会のお知らせ
RC 名

変更予定日
11 月 9 日（月）

豊田西

サイン受付はございません

11 月 6 日（金）

西尾 KIRARA

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

11 月 11 日（水） 岡崎

サイン受付はございません

11 月 24 日（火） 岡崎南･岡崎城南･西尾

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

11 月 25 日（水） 岡崎･豊田東･知立･碧南

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

11 月 26 日（木） 豊田

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

11 月 27 日（金） 安城･西尾 KIRARA

定款第 7 条第 1 節の規定により休会

11 月 30 日（月） 豊田三好

サイン受付はございません

10 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

10 月

\0

\3,527

\540,000

\4,081

\83,000

今年度累計

\0

\14,360

\540,000

\16,101

\421,000

11 月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

片岡達宏君(S39.11.3)
パートナー誕生日

岡田祥輝君(S50.11.18)

三浦泰廣君 淳子様(11.15)

安井健次君 佳保里様(11.25) 佐藤寿行君 貴美枝様(11.27)

おめでとうございます

手嶋明君(S43.11.2)

柴田敏光君(S62.11.3)

清水幹良君(S60.11.4)

長坂勲君(S37.11.15)

梅村順一君(S59.11.18)

片岡達宏君(H5.11.27)

入会記念日

三浦泰廣君(S48.11.11)

おめでとうございます

長坂 勲君(S57.11.4)

小林清文君(H8.11.14)

三城偉央君(H25.11.14)

杉田広喜君(H25.11.21)

皆出席

山中一君(T12.11.26)

おめでとうございます

稲垣寿君 裕紀子様(11.3)

結婚記念日

倉内充雄君(S40.11.21)

梅村順一君(H10.11.15)

近藤金作君(H19.11.1)

お め で と う ご ざ い ま す （ 10 月 入 会 者 ）

小木曽進君 (34 年)

鋤柄英明君(3 年)

同好会便り
同好会
あづま会

開催予定日
12 月 2 日(水)

ひよどり会 11 月 12 日(木)18:30～
写楽会

場所

内容

額田 GC

定例会

チャーム

定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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