
    
 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                       
 
 
 

 

 

２０１７－１８年度猿渡ガバナー公式訪問 

東京多摩・東京多摩グリーンＲＣ合同例会 

京王プラザホテル多摩3階「白鳳」 

 

◎司会  東京多摩ＲＣ・ＳＡＡ会場監督長 杉島 博 

◎開会点鐘     

東京多摩ＲＣ  第2310回     小暮 知則会長 

東京多摩せいせきﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞ 第141回 

東京多摩グリーンＲＣ 第1249回   田﨑 博実会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国歌「君が代」斉唱ロータリーソング「我等の生業」       

      ソングリーダー多摩ＲＣ 関戸 達哉 

◎「四つのテスト」の唱和  

◎来賓紹介     東京多摩ＲＣ 小暮 知則会長 

 国際ロータリー第2750地区 猿渡 昌盛ガバナー 

    〃 多摩東グループ 粕谷 啓之ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

 国際ロータリー第2750地区 金丸 清泰 地区幹事 

       〃 多摩東グループ 野澤康二郎ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 

 

 

 

 

◎お客様紹介  相模原中ＲＣ     丸子 勝基様 

◎会務報告            

＊東京多摩ＲＣ         小暮 知則会長 

  懇談会の席にて衛星クラブとの合併についてお 

話ししたところ、ガバナーから大変為になるご教授 

を頂きました。  

＊東京多摩グリーンＲＣ     田﨑 博実会長 

  懇談会の議題としては、今年度初めての奉仕プロ

ジェクト「多摩をきれいに写真展」について示唆に

富む提案を頂きました。この他会員増強についても、

有意義なお話しを頂きました。 

◎幹事報告  本日の報告はなし 

【 委員会報告 】 

◎出席報告 

東京多摩ＲＣ       出席委員会 庄司純也  

東京多摩せいせきﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞ  

東京多摩グリーンＲＣ 出席奨励委員長 杉山真一 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           15名 

出席免除者         5名            

計                20名 

出席率    20/27  = ７４.０７％ 

第1247回例会（10/18）訂正出席率 ８５.７１％ 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  

東京多摩ＲＣ・東京多摩せいせきﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞ 

 親睦活動委員長 福井 康弘 

東京多摩グリーンＲＣ SAA・親睦副委員長 三田みよ子 

【相模原中ＲＣ】 

 丸子勝基様 ガバナー訪問例会でのメイクご迷惑 

でしょうが、本日は宜しくお願い致します。 

田﨑 博実 猿渡ガバナー様ようこそいらっしゃい 

ました。 
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会長 田﨑 博実  幹事 峯岸 忠  会報・記録委員長 入沢修自 
副委員長 吉沢洋景 委員 大松誠二 関岡俊二 小泉 博 遠藤二郎 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１7～２０１8 年度 

 

頑張れ！多摩！ 

                                             

 



峯岸  忠 本日は猿渡ガバナー、金丸地区幹事、 

      粕谷ガバナー補佐、野澤グループ幹事 

宜しくお願いします。 

宮本  誠 猿渡ガバナーをはじめガバナー補佐、 

地区幹事、グループ幹事の皆様、本日 

はありがとうございます。 

 初野 有人 猿渡ガバナー公式訪問ありがとうござ 

います。 

 伊澤ケイ子 猿渡ガバナーようこそ。 

 三田みよ子 猿渡ガバナー、地区幹事、ガバナー補

佐、グループ幹事 訪問ありがとうご

ざいます。   

 菊池  敏 猿渡ガバナーようこそ！ 

 大松 誠二 ガバナー訪問をお招きして。 

 杉山 真一 猿渡ガバナーようこそ。 

 森本 由美 さむくなりました。北風ビュービュー 

       頑張りましょう！ 

 入沢 修自 聖蹟から歩いて来ました。気持ちよい 

気候です。猿渡ガバナーようこそ。 

 関岡 俊二 ガバナー公式訪問を祝して。 

 吉沢 洋景 猿渡ガバナー様 ようこそ。 

 萩生田政由 猿渡ガバナーようこそいらっしゃい 

ました。 

 村上  久 猿渡昌盛ガバナーようこそおいで下さ 

いました。 

 

 

 

◎ガバナー卓話 

 

【ガバナー紹介】 

 

多摩東グループ  粕谷 啓之ガバナー補佐 

 

 本日は皆さんご存じであると思

います、当グループから輩出してい

ます猿渡昌盛ガバナーに「ロータリ

ー:変化をもたらす」ということで

卓話頂きます。みなさん宜しくお願

いいたします。 

国際ロータリー第2750地区  猿渡 昌盛ガバナー 

テーマ「ロータリー：変化をもたらす」 

 みなさまこんにちは。私は多摩東グループ所属なの

で、同グループでやるときは本当にリラックスできる

のは楽しみでございます。まず昨日、森本由美さんに

職業奉仕プログラム委員会・職業奉仕委員会にご出向

頂いておりまして、職業奉仕セミナーがございまして、

大変素晴らしい研修内容でした。職業奉仕というのは

大変難しい内容ですけれども木村委員長の下で行われ

まして、当日資料は余っていたらもらった方がいいで

す、会員の皆様に配布下さい。地区に出向頂いている

ということはクラブの活性化のためにも大変役に立っ

ていると思います。ロータリー研究会というのも毎年

１１月に開催されています。 

 私の所属する武

蔵府中ＲＣは、１

９８８年６月に東

京府中ＲＣをスポ

ンサーにできまし

た。来年が３０年

を迎えます。来年

６月に式典を行い

ますので宜しくお

願いしたいと思い

ます。私どもの事業を一つだけ紹介させて頂きます。

府中市はご承知のとおりダストボックスを使っていま

して、ゴミの減量、リユース・リサイクルがなかなか

出来なかったのです。ゴミ袋と車による回収に変りま

した際に、子ども達にゴミの減量意識をもっと高めよ

うということで、事業を始めました。西多摩のゴミの

最終処分場におきましてお弁当食べたあとのゴミを分

別させて体験させるわけです。以前は焼却灰が土壌汚

染を引き起こすということで大変問題になりましたけ

れども、いまエコブロック、焼却灰でできたブロック

があります。単価が高くなかなか使って頂けないので

すが、これを提唱しましてエコブロックで歩道を作り

ました。 

 私はこういう仕事をしておりまして、国際化やＩＴ

からはかけ離れた人間でございますけれども、国際的

な奉仕団体の役を務めさせて頂きまして、栄えある名

誉でございます。 

私ガバナーを拝命しまして、サンディエゴに参りま

して研修を受けるわけですが、その時のホテルは大変

素晴らしく、その周囲にも軍港や素敵なレストランが

沢山あるのですが、しかしまったく外に出ることは出

来ない多忙な研修でございました。 

ロータリーのテーマについては、みなさんご承知の

とおりなのですが、いろんな色は、ＲＩ会長イアン・

ライズリーさんの家が、後楽園球場の１．５倍の広さ

の庭があるそうで、そこには草花が沢山植えてあって、

オーストラリアを代表するコアラが好きなユーカリの

葉っぱの緑、またいろんな草花の色をデザインしたと

本日の合計￥２５,０００ 

（累計￥３１５,００３） 



いうことをお伺いしました。仕事は公認会計士、クラ

ブはサンドリンガムＲＣ所属、オーストラリアでござ

いますが、奥様もロータリアンでございます。奥様も

ガバナーを務められたというご夫妻でございます。私

は身長１８３㎝ありまして大変恵まれた身体だと思っ

ております。両親に感謝しておりますし、中学を出る

ときには相撲のお部屋から勧誘が来ました。イアン・

ライズリーさんは１９０㎝あると思います。大変大き

な方でありました。会長エレクト、バリー・ラシンさ

んは、バハマ、ニュープロビデンス島の出身だそうで

す。どうぞグーグルで調べて下さい。素晴らしいリゾ

ート地で豪華クルーザー、ヨットが並んでいるところ

でございます。次は浅田年度の方ですが、マーク・ダ

ニエル・マローニーさん、アメリカアラバマ州の弁護

士だそうです。 

ライズリー会長は、ロータリーとはどんなところか

について、一概には言えないよということをおっしゃ

っていました。有意義で、まず持続可能性、この持続

可能性と言うことをよくおしゃっていました。これは

後ほど説明します。奉仕を方法によっていろんなこと

を定義できるので一言では言えない。ロータリーに入

るべきかについて、１９０５年、ポール・ハリスが４

人の青年と、商習慣の清浄化を目指した取引をしよう、

そしていろんな悩みを話そうよということで、ロータ

リーが出来上がりますけども、やはり友情、寂しかっ

たということを書いていることはご承知のとおりでご

ざいます。友情と個人的成長は、ロータリーでいろん

な事業をしますなかでの満足感・達成感はロータリー

の喜びでありますが、それと同時に自分も成長できま

すよ、そういったいろんなプロセスを踏んだロータリ

ーの事業については、自分の仕事にも活かすことが出

来ますよ、また一つのクラブがいろんな事業を行いま

すが、世界中のクラブと資金、つまり補助金を使って

大きな事業を行いますと、世界的に変化をもたらす、

いいことが出来るよ、ということをおっしゃっている。 

変化をもたらす、というテーマなんですが、持続し

ていくために必要なことは、若い方、次世代の会員を

是非大勢勧誘して下さい。この素晴らしいロータリー、

高潔性をもった志をもった奉仕をする団体に沢山の方

にご理解頂いて入って頂きたい。また変化を起こす人

になりますか、変化の犠牲者になるか。ロータリーを

取り巻く環境は変って参りました。アメリカの産業構

造を見ますとゼネラルエレクトリックやフォード、Ｉ

ＢＭといった会社の名前はどこかに行ってしまいまし

て、ＩＴ関係の企業が上位を占めている。こういった

企業の経営者のライフスタイルというのは、運転手の

着いた車でなく、Ｔシャツにジーパンで自分でエコカ

ーを運転して会社に来る方々が今のアメリカを代表す

る会社の代表です。そいった方々にも理解できるよう

にロータリーは変っていかなければならないのではな

いか。携帯電話の世界でも、ガラケーと言われる携帯

電話からスマートフォンになりまして、その間には写

真が撮れるようになるしメールが送れるようになるし、

そのおかげでポケットベルは衰退してしまいましたね。

こういった変化が激しい時代にロータリーはそのまま

の姿でいいのだろうか。だからこそ各クラブは、変化

をもたらして時代に対応しなければいけないし、若い

方、女性が入る時に、いままでみたいな例会ではつま

らないではないか、もっと楽しい例会を企画しなさい、

ということを我々に言われました。 

世界を変える行動人ということを今ロータリーでは

言っています。我々が補助金を使いましたら大きな事

業ができ素晴らしい事業が沢山出来ます。財団にお金

を払うというイメージはありますけど、是非この財団

を活用して頂きたいんですね。 

また持続可能性あるの奉仕は、アメリカのことわざ

で、「魚を食べたい方に魚をあげると、食べてしまうと

もうその人はまた誰かに無心しなければならない。そ

れよりも釣り竿の作り方、選び方、釣り針の付け方、

餌の付け方、魚のいるポイントを教えて魚の釣り方を

教えるんだよ。そうすればその人は自分でいろんなこ

とができるようになるじゃないか。」という例え話、そ

ういう持続可能性を持った事業をやりなさい。でケニ

アでの井戸掘りをやっております。子どもが１時間か

かって水くみをやっていることから解放されて１時間

勉強できるようになりますよ、これで識字率が高まり

勉強が出来るようになって良かったね、という事業も

確かに意味はありますが、その井戸をずっと管理、衛

生状態なども管理できるような人もいっしょに育てな

さい、それが持続可能性のある事業。よく建物を寄付

して、トイレを寄付したりするんですけど、そのトイ

レが４年後に行ったら便器も壊れていて排水管が詰ま

っていたというところも多いと思います。一度やった

事業をずっと続けられるような奉仕を心がけましょう

ということをおっしゃっておられました。 

それともう一つ、木を

植えようということで

ございまして、来年の４

月の２２日がアースデ

ーという日だそうです。

この日までに会員一人

一本の木を植えよう、地球環境を掲げたことは今まで

なかったけども、ロータリーは木を植えて地球環境も

考えようということです。地球の今の鉱物資源という

のは、もう地球一個分では既に足りなくなっている、

もう一個地球がないと足りないくらい今の環境は厳し

い状態だそうです。しかしせめて木を植えることによ

って二酸化炭素の排出を抑えて美しい空気を、地球を

守ろうということでございます。私も既に木を植えま

した。桜の木を植えまして、その周りにはうちのクラ

ブが、せっかくお前が植えたんだから周りに人数分の

木を植えてやるよと、榊の木をこの周りに植えてくれ

まして、うちのクラブでは一人一本の数はもうクリア

できました。一年間頑張るようにお祓いしてもらいま

して、ガバナーは本当に大変です。休みなく働いてお

りまして、大変な激務でございます。頑張ってやりま



す。で８月にですねＰＢですねパッシフィックベイス

ングループ、われわれと同じグループ、グアム、サイ

パン、ミクロネシア、ここの公式訪問に参りました際

に木を植えようということで、トラック島、いまテュ

ルック島といいます、ここに二本木を植えてきました。

パシフィックベイスングループのガバナー補佐は、グ

アム銀行の副頭取で融資関係を担当している方です。

いろんな島々に支店がありますので友達も多く、われ

われも温かい歓迎を受けました。グアム大学内にも木

を植えました。サイパンにも参りまして、いま肥満が

多いんですね。子ども達がジャンクフードばかり食べ

て太ってしょうがない。だからスポーツパークを作っ

て運動させようではないか、ということをサイパンの

ロータリークラブは考えています。スポーツパーク建

設中のところに木を植えてきました。木を植えようと

いうことで、是非ご理解頂きたいと思います。 

またもう一つお伝えしたいことは、ロータリー・オ

ルグでございます。ロータリーはＩＴ化が進んでおり

ます。マイロータリーでは、自分たちの活動を知るこ

とが出来るし登録することが出来る。クラブセントラ

ルは、クラブの事業や行っていることを登録してＲＩ

に報告します。ショーケースは、各クラブが委員会単

位で行っている奉仕事業をショーケースの中でアップ

デート出来まして、いろんな方に見て頂くことが出来

ます。是非マイロータリーに登録頂き活用して下さい。

クラブセントラルでは目標設定の確認、会員の傾向な

ど確認が出来ます。ショーケースは、２７５０で検索

するとわれわれのいろんな事業が出てきます。 

ポリオの件ですが、１９８８年に１２５カ国で推定

３５万件以上の症例がありました。１０年経つと半減、

２０１２年にはあと３カ国、４１６件まだまだあった

のが頑張りましたので２０１４年には３５９件、２０

１５年には７１件、２０１６年には３７件、でＲＩ会

長は、お前達の年で０になるよ、良い年のガバナーに

なれたなと褒められたのですが、残念今年１１件出て

おります。 

ポリオプログラムはいつまでいるんだ

と言うのですが、ポリオが撲滅されるま

で、他のプログラムに優先してやると決

めております。撲滅まで頑張ろうという

ことでございますが、残念ながら生ワクチンの問題が

ありまして１０万件に１件の割合で発病しております。

不活性ワクチンは医療関係者でなければ投与できませ

ん。若い方はポリオと言っても分かりません。５才以

下のお子さんに病原菌の感染によって引き起こされる。

これを防ぐ方法はワクチンだけです。 

日本ではポリオは根絶しています。根絶しているん

ですけど、４種混合ワクチンに６，６００円かかって

打っている。これは世界にまだポリオがあるからです。

各地でポリオ発症例なくなって３年間経てば撲滅でき

たと認定されますと、３種混合ワクチン１，５８１円

で済む。差額５，０１９円を４回、１００万人の子ど

もに０．９掛けで投与した場合、だいたい年間１８０

億円、法律で費用は各市町村の会計から捻出されます

ので、地方の財政にも貢献できる。９００億円、５年

間で損失する。ポリオが世界中からなくなるというこ

とは、地方財政の改善にも貢献するということを、ロ

ータリーは一生懸命やっているわけです。 

会員増強はもうご承知のように、若い会員を入れて

下さい、ロータリー会員も平均６０歳前後です。若い

方を入れて下さいよということをおっしゃっていまし

た。女性会員の比率も日本では今６％くらいなんです

ね。２７５０は１０％くらいあります。広尾さんとか

恵比寿さんがあるので、女性会員が多いんです。世界

では２０％くらい。今後１０年くらいの間に、わが地

区でも３０％くらいに伸ばそうよと、いま戦略計画委

員会では検討しています。会員増強につきましては、

純増、３人入って２人辞めると純増１、３人入って４

人辞めると純増－１、これ全部考えますと女性会員、

３０代の女性会員が一人入りますと会長賞の課題は全

部クリアできます。 

ポール・ハリス、１９０５年シカゴでロータリーク

ラブを設立します。４人の友達と一緒に設立するので

すが、７０代後半の写真しか皆さんイメージないです

ね。いくつで作ったのかというと１８６８年４月１９

日ウィスコンシン州ラシーン生まれなので、１９０５

年２月２３日この日がロータリーの誕生日ですね、３

６歳と１０ヶ月で作ってらっしゃいます。まさに青年

の志をもって作られたのがロータリークラブです。で

すから若い方が入って当然なんですが、どうも日本で

できたときの、各企業の経営者が最初に東京ロータリ

ークラブに入りましたので、日本には独特のロータリ

ーのイメージがありますが、若い人に入って頂きたい

のがロータリークラブです。来年で大政奉還１５０年

を迎えます。徳川慶喜さん大政奉還したときは、社会

の歴史の中では、二条城で大政奉還した絵は、皆さん

ご存じですよね。じゃあこの人いくつで決断したのか、

徳川の１５代まで続いた幕府を、民間が作り上げる明

治政府に奉還するのですが、この方もなんと３１歳の

時に大決断をしまして日本に変化をもたらした方でご

ざいます。勤王の士と呼ばれる方々も大政奉還の時、

坂本龍馬３１歳、西郷隆盛（４０歳）、大久保利通（３

７歳）、この年代で明治という時代をつくりあげたとい

うことは、若い方の力がないと変化はもたらされない

と思います。どうぞ若い方の入会をどんどん促進して

頂きたい。で大老というと年寄りという印象ですが、

この井伊直弼さん、亡くなったときまだ４５歳、水戸

浪士に討たれますね。まだ４５歳だった。歴史が教え

るような井伊大老ではなく、本当に素晴らしい方だっ

たわけです。 

もう一つは柔軟性のあるクラブ、これは例会が月２

回行われれば結構ですよということで、多摩ロータリ

ーさんでも非常に考えていらっしゃいますけど、経費

を抑えるためには例会を少なくする、でもですね経費

のかからない例会は工夫によってすることができます。

月２回だけじゃなくてもっともっと素晴らしい例会を



考えて頂きたいと思います。ウェブで参加できる、ス

トンマウンテンロータリークラブ、先日国際大会があ

りましたアトランタのすぐ近くです、ロータリーの友

９月号４６頁に書いてあります、レストランの経営者

がオンラインで例会に出席できるようになったので、

ランチタイムの忙しい経営者でも参加できるようなり

ましたよということを書いている。是非ウェブでの参

加登録を検討して頂けると出席率を上げるのには良い

のではないでしょうか。また皆さん会議に出られない

遠くに出張しているという方でも、ウェブでいろんな

対話が出来ますので、是非活用してみては如何でしょ

うか。奉仕事業の振りかえ、これはもうゴルフの好き

な人はゴルフ大会をしまして打ち上げもしますが、ゴ

ルフ場では全員参加できません、打ち上げを京王プラ

ザホテルでやれば皆さん参加できますのでそれを理事

会の承認によって例会と振り返ることは出来ます。梨

園でのバーベキュー企画して頂きました、それも例会

とすることによって、参加をすれば例会出席となりま

す。 

またもう一つは、若いロータリアン、ロタリアンフ

ァミリーを育てよう、インターアクト、ローターアク

トクラブ、ロータリー青少年交換、国際平和フェロー

の育成を強調しております。この中の青少年交換なん

ですけども、来年８名なんですね、８名の生徒を送り

出します。ところが残念なことに９番目に受けた子が、

今回２回目のエントリーでした。最初の時は英語がよ

く出来ませんでしたが、今度は良い英語の成績をとり

ました。でも東京は有名私立大学付属の中学・高校が

沢山あります。そこの生徒さん達は素晴らしい成績を

取ります。他の８人の生徒が合格しました。２回目で

す、ものすごく努力してきました、何とか委員会の力

で合格に出来ないか、ということを話し合いました。

受け入れするのと送り出す生徒数は同じでなければな

らない。今年は１０名、来年のガバナーが１０名引受

けると決意して頂けましたらこの子は合格していたん

です。また神奈川や埼玉、千葉で受けていたら、語弊

があってはいけませんが、本当に何とかしてあげたか

った。是非この青少年交換の事業をご理解頂いて、多

くの子どもを受入れて頂きたい。ＲＩの推奨事業でも

ありますが、元々は英語圏・フランス語圏・スペイン

語圏・イタリア語圏の子ども達を、俺の子にちょっと

英語の勉強させたいからお前のところで預かってくれ

よ、１年くらい英語の勉強させてくれよ、いいよ俺の

子もフランス語を覚えさせたいからお前のところで預

かれよ、という感じの事業だったそうです。ですから

お互いロータリアンで自分の子と同じような躾をしな

がら言葉を覚えその国の文化を理解するような事業だ

ったそうです。今大変難しい留学制度となりまして、

ロータリアンの子弟の方の合格も厳しくなってきてい

て、本当に考えなければならないなと思っています。

本来であれば、経済的に恵まれない子でも英語が好き

だとか海外で勉強したい、そういう志があれば、送り

出してあげられるような制度であってほしい。何せい

ま敷居が高すぎます。合格率が厳しいです。平和フェ

ローは、ＩＣＵで行っております、東ヶ崎潔記念館で、

学術研究の発表会もありますので是非一度ご参加頂き

聞いて頂きたい、彼らに卓話者としてお越し頂いて、

世界の紛争についての知識を広げるにも役に立ちます。 

地区につきましては、もう始まっておりますので、

何回もご覧になっていると思います。一つだけ申し上

げたいのは、戦略計画なんですけど、地区として５年

後、１０年後の地区はどうあるべきかということを一

生懸命考えております。また今までやってきた奉仕の

事業が本当に市民に理解されているのか、知名度があ

るのかということをもう一回考え直しながらやろうよ、

パラリンピックはまた支援しますが。公共イメージと

広報活動については、ロータリーの友、ありますね、

一冊いくらかご存じでしょうか。一冊２００円です。

税金入れて２１６円。これを市役所の待合や病院とか

郵便局など公共施設の待合所に、当然所有者の許可は

いるんですが、是非我々は奉仕団体ですから、内容的

にも問題ないと思います。各クラブが５冊でも１０冊

でも多くとって頂いて、５冊とっても１，０００円年

間１２，０００円です。１０冊とっても２，０００円

で２４，０００円。いろんなところにパルテノン多摩

などに置いて頂いて、待っている方に読んで頂いて、

ロータリークラブってこういうことをやっているだと、

知って頂きたいんですね。是非ロータリーの友の裏側

でも構いません、寄贈の旨、ロータリークラブの名前、

連絡先など書いておけば、中にはこれを見てロータリ

ークラブに入りたいという方もいらっしゃる。全国で

２名くらいいらっしゃったそうです。 

これからお金の話しをしますが、やはりロータリー

の活動にはお金がともないます。財団への支援なんで

すが、これは払うこと。３年後には使えますので是非

ご理解頂きたいと思います。また年次基金一人１５０

ドルくらいをお願いしたい。ベネファクターなんです

がこれは恒久基金を１，０００ドル以上。年次基金は

ポール・ハリス・フェロー、ベネファクターは恒久基

金を１，０００ドル以上。私が９月に盛んに説明して

いたのですが、今一番良いレートじゃないのというこ

とを話しました。９月は１０９円だったんですね、で

１０月が１０３円、１１月は１１４円になりまして、

１，０００ドルだと５万円くらい違ってきています。

ポリオプラスは１度に１，０００ドル以上となってい

ます。ご理解頂いてご協賛頂ければ有り難いと思いま

す。メジャードナーについては、１０，０００ドル以

上と２５，０００ドル以上、地区で１０年、レベル２、

２５，０００ドル以上が２名ということでご理解ご協

力頂ければと思います。 

世界を変える行動人、これがいまロータリーの新し

いテーマでございます。地区の補助金、グローバル補

助金を活用して、素晴らしい事業をやって頂きたいと

もいます。ケニアの井戸掘りもやっていますがＰＢの

教育とか健康とかの支援をいま提唱しています。是非

ご理解ご協力頂ければと思います。グアム、サイパン



はアメリカ領なので大した遅れとかはないのですが、

問題は、テュルック、ポンペイ、それとパラオです。

それぞれ独立した国なので、アメリカの通貨を使用し

てはいますが、非常に教育が遅れています。これを何

とかしたいと今、東京中央ロータリークラブを中心に、

事業にご協力頂けるところを募集していますので、是

非ご理解頂きたいと思います。 

米山なんですが、一人２万円という、ちょっとキツ

いんですけども、８２０名の来年の留学生のうち２７

５０は４４名を支援することになりました。この割当

ては寄付金の額によって変るんですね。寄付金の総額

が半分５０％、個人の平均寄付額が３０％、特別寄附

者の寄付額の１０％、特別寄付者は１０万円以上とな

りますが、それと学生の数を検討して割り振りを決め

ます。７８５名が実質選考対象学生なんですけども、

５５，６９８名が来年の学校で学ぶ外国人の数です。

うちの地区含め３４地区内で７８５名を選びました。

合格率は１．４％。２７５０地区には約６，９２４名

の外国人留学生がいるので、５５，６９８名のうちの

１２．４％の学生です。そのうち合格したのが４４名

なので、７８５名との割合は、５．４％となります。

割合から言えば１０％～１１％くらいあってもいい。

逆に１３％くらいあっても良いんですが。２７６０地

区は名古屋のところなんですが、２，４７７名で学生

数は少ないんですね。４．５％ですから私たちよりか

なり少ない。ところが合格者は４９名で、合格者の６．

２％を占めています。こちらよりも多い。２５８０も

９，３９９名おりますから１６．８％ということで私

たちよりもはるかに学生の数は多い。ところが３５名

しか合格しておりません。４．４％ですね。というこ

とは米山財団への寄付の金額が少ないからですね。名

古屋の方が多いからこういう数字になる。もし同じよ

うな合格率とすると私たちの地区で４９名くらい行け

ますよ、名古屋と同じくらいの合格率を全国数にかけ

るとこれはちょっと極端ですが１３７名は受け入れ可

能の数字なんですね。 

最後に、アンデスの話しで、ハチドリのひとしずく

という、ご承知の方もいらっしゃると思いますけど、

キンケンディという鳥が森が燃えている上でみんなが

逃げてしまう中で、一人バタバタと行ったり来たりし

てくちばしの水を一滴ずつ火事の上に落としていきま

す。そんなことしても何にもならないよと笑うんです

けど、本人は、出来ることをしているだけだよ、と言

う。我々ロータリアンのアイサーブの精神を示してい

るのだと思います。一人のロータリアンがクラブにつ

いて、地域について、変えることは出来ます。世界中

のロータリアンが手を携えて補助金を使った事業では、

世界を変える行動人として、子ども達のためにポリオ

を早く撲滅したいと思います。 

先ほどご説明申し上げましたスタイリスティックス、

若い方は分からない、六本木のビルボード東京にてコ

ンサートを行います。３万円ということで委員長は、

安いと言っていました。ポリオのドネーションが入り

ますので是非ご協力頂きたい。カナダのトロントで行

われる来年の国際大会は６月２３日からとなっていま

す。でも実質２４日が開会式なんですね。２４日の午

後７時インターコンチネンタルホテルにも大勢ご参加

頂ければ有り難いと思います。トロントってどんなと

ころか、ＣＮタワーがありましてコンベンションホー

ルで行うわけですが、近くには非常に有名なナイヤガ

ラの滝、それとプリンスエドワード島、赤毛のアンの

観光もあります。大変きれいなところです。是非大勢

の方にご参加頂ければ有り難いと思います。 

私がお伝えしたいことは、木を植えること、若い会

員の入会、ロータリー・オルグの活用、是非お願いし

ます。 

 

◎御礼     東京多摩ＲＣ  小暮 知則会長 

 

◎御礼 東京多摩グリーンＲＣ  田﨑 博実会長  
 本日はお忙しい中、貴重なお話どうも有り難うござ

いました。スライドを見せて頂きまして、最初堅い話

が来るのかなと思っていたら、意外と冗句も交えられ

て猿渡ガバナーの人柄が良く分かりました。皆さん親

近感を持たれたことと思います。最後のハチドリの話

しは、ハチドリってとても小さいんですよね。そんな

小さなハチドリがひとしずく水を落としても火事なん

か消えるわけがない。だけれどもそれを見て誰かが、

ハチドリがやっているのだから、俺がやったらもう少

し水を持って行けると、率先して良いことをする人が

いたら、後に続く人が出てくる。なので、けして無駄

なことはない。どんなに小さなことでも無駄なことは

ない。ロータリーの精神はアイサーブだと聞いており

ます。まず率先してやっていこう、そういうことを教

えて頂けました。有り難うございました。 

 

◎閉会点鐘   

東京多摩ＲＣ           小暮 知則会長 

東京多摩せいせきﾛｰﾀﾘｰ衛星ｸﾗﾌﾞ  

 東京多摩グリーンＲＣ 第1249回 田﨑 博実会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今週の担当 入沢 修自 ） 

 

 


