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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生     李  秀美  様 

 

今年度、１年間また 

よろしくお願い致

します。 

 

 

 

 

＜御祝＞ 

 金婚式        粕谷康彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

≪今月のお祝い≫ 

 

 

＜会長の時間＞ 関谷永久会長 

家庭、地域社会、そし

て経済の健全性は、女

性の健康と密接不可分

な関係にあると言えま

す。しかし今なお、世

界のどこかでは妊娠や

出産のために女性が 

100 秒間に 1 人の割合で命を落としてい

ます。妊娠と出産のために命を落とす女

性の内、その殆どが発展途上国で亡くな

っています。そして母親と子供の健康は

密接に関連しています。私達の支援に依

って少しでもこの様な母親の死亡率を下

げることは、子供の健康を改善する上で

非常に重要であります。かつそれは RI に

依って優先的に取り組まれるべき事項で

あると思います。一生涯の内、女性が妊

娠及び出産により死亡するリスクは北欧

では 3 万分の 1 となっているのに対し

て世界の最貧国（発展途上国）では 7 分

の 1 で七人に一人がそのリスクに対峙し

ています。社会の健全性に付いてネパー

ルでの人身売買と少女売春に付いてお話

します。同国の NGO『マイティ・ネパー

ル』はこれらを無くす為に極貧状態にあ

る女性などを対象に支援活動をしていま

す。それは人身売買を廃絶するために被

害者のためのリハビリテーション・セン

会員誕生日 奥冨茂生君 

夫人誕生日 

豊田恵子様 新井馨様 

吉岡晶子様 細田佳恵様 
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結婚記念日 

友野政彦君 齋藤金作君 

粕谷康彦君 晝間和弘君 

中澤孝芳君 
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ター、トランジット・ホーム （避難

所）、HIV/AIDS 感染者のためのホスピ

スを運営し、識字教育、職業訓練、収入

向上プログラムなどを実施しています。

また、ストリート・チルドレンや孤児な

ど、行き場のない子どもたちを保護し教

育の機会を提供しています。活動地域

は、首都カトマンズにとどまらず、ネパ

ール全土にわたって展開され ています。

とくに人身売買ルートとされる南部イン

ドとの国境地域での活動に重点をおいて

いるとの事です。リハビリテーション・

センターは人身売買や家庭 内暴力の犠牲

者を保護し、カウンセリング、収入向上

プログラム、教育プログラムを実施して

います。プログラム終了後、自立を目指

す女性にはビジネスを始めるための資金

を融資し支援しています。保護施設で

は、ストリート・チルドレンや捨て子、

貧困家庭出身の子女たちが、共同生活を

送っています。トランジット・ホーム

は、国境近くに設けられ、インド から救

出された少女たちに、一時的な避難所を

提供しています。滞在期間は二か月を限

度とし常に 30 名の保護が可能です。救出

された少女には、インタビュー、メディ

カ ルチェック、カウンセリングを施し安

全な方法で故郷へと送り届けます。私達

は母子の健康月間に当たり虐待等の悲劇

による健康被害を氷山の一角しか知り得

ませんが、行動し改善する事が必要だと

思います。 

＜幹事報告＞  宮崎正文幹事 

第 10 回 定例理事会 議事録    

〈協議事項〉            

1.30 年 6 月プログラム        

2.3/15 日帰り美術館会計報告      

3.入間市国際交流協会 5,000 円及び入間  

市ゴルフ協会 10,000 円年会費拠出 

〈報告・予定〉           

①4/8（日）2570 地区大会 行田市産業文

化会館・4/14（土）社会奉仕部門委員会

4/22（日）2018 年地区研修･協議会開催

4/27（金）現・新理事会・5/10（木）新年

度 第 1 回クラブ協議会・5/22（火）狭

山中央 RC 創立 25 周年記念パーティ 

5/26（土）「ロータリーの森」奉仕活動

②4/5（木）航空自衛隊入間基地観桜  

4/6（金）春の全国交通安全運動出陣  

4/9（月）豊岡中学校 第 72 回入学式 

5/7（月）狭山市入間市暴力排除推進協議

会総会・5/16（水）入間市国際交流協会

総会・5/26（土）入間市環境まちづくり

会議総会・5/27（日）山岸義弘会員 旭

日双光章受賞祝賀会  

＜出席報告＞  一柳達朗委員 

事前欠席連絡 10名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝ＳＡＡ 

 

★結婚 50 周年これからも仲良く過ごして

まいります「粕谷康彦君」 

消防団長に就任致しました「宮崎正文君」

忽滑谷さん写真ありがとう「白幡英悟」 

妹が結婚しました「一柳達朗」 

4/3 サンデー毎日に会社が紹介されました

「一柳達朗」 

休会中職業奉仕委員に助けていただきあ

りがとうございました「岩崎茂」 

 

本日 62,000円 

合計 749,164円 
 

■■回覧、配布物 

① 「ロータリーの森」奉仕活動参加のお

願いについて 

② 環境まちづくり vol.28 

③ 国際交流ニュース 

④ 入間南ＲＣ合同例会出欠表 

⑤ 他クラブ会報・例会変更 

 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

43名 28名 68.29％ 70.73％ 
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■■第 5 回クラブ協議会■■ 
 

※提案課題 

その（1） 

クラブ奉仕活動について、気づいた点・

改善点・物足りなかった点 

その（2） 

① 地域諸団体とロータリー間の奉仕活

動の目的、具体的な活動について。 

② ロータリーの目的に適う親睦活動は

どの様な発想からの活動か、具体的に

はどの様な活動か。 

  

■第 1グループ 発表  一柳達朗会員 

提案課題１ 

〇会員間のやり取りを携帯メール、ライ

ンを活用する方法も取り入れてはどう

か。 

〇経済に関する卓話もあった方が良い 

〇食事をもっと美味しく（油っぽい食事

が多い） 

提案課題２－① 

ローターリー活動を認知してもらう目的

として 

1.防犯活動（入間市事業所防犯協会等と

協力して） 

2.ゴミ拾い 

 

■第 3グループ 発表  晝間和弘会員 

提案課題１             

〇今回親睦旅行がなくなった。     

〇標語の内容が今一つよくわからない。

〇社会福祉協議会に軽トラックを寄贈し

たが，その後情報がないので，あまり実

感が湧かない。           

〇美術館巡りは充実している。    

〇ロータリーの友に掲載される記事の内

容と比較すると，入間ＲＣにパワーがな

いと感じられる。          

提案課題２その②          

〇新年会や新旧役員慰労激励会，クリス

マス例会での例会場の決定がマンネリ化

しつつあるので，再検討が必要かと思わ

れる。 

■第 4グループ 発表  後藤 健会員 

提案課題１              

〇ネパールについては良い事業なので、

今後の展開が非常に楽しみであります。  

〇地域補助金を使用した事業は、今後も

継続していきたい。          

〇社会福祉協議会に車を送ったりするの

は、金を使っての事業はどうかと思う。

〇他団体と比べて献血等でも、汗をかい

て行う事業を大事にしたい。      

〇汗をかく事業が減っているので残念に

思うので、増やしていければと思う。 

提案課題 2              

〇夜間例会を増やしてはどうか、月に一
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回は夜間例会にしてはどうか。       

〇旅行については、今後日帰りではどう

か。                

〇他の団体や、仕事の関係もあるので例

会の回数を減らして欲しい。     

〇例会数を減らさないのであれば、出席

率を求めないで欲しい。       

〇例会のバリエーションを増やして欲し

い。                 

〇会員の卓話を増やして欲しい。    

〇メーキャップも昔に比べると楽になっ

ているので活用して欲しい。     

■第 5グループ 発表  滝沢文夫会員 

提案課題１             

〇昼飯が美味しいほうがいい 大宮に行

ったらビュッフェで豪華だった。   

〇出席率が上がっていない。そのために

は例会を楽しく、卓話者の選定が重要。

〇国際奉仕活動の、進捗状況等の経過報

告が欲しい。                

〇４つのテストを原文でやっていない。 

〇旅行に行きたかった。みんなで旅行に

参加できるにはどうしたらいいか？そう

いう場所があっても良い。        

〇ガバナーの推奨する歌をうたわなかっ

た。                

〇会長方針の友好クラブ模索の委員会が

なかった。              

提案課題 2              

〇一泊旅行がいい。         

〇日帰り旅行がいい。        

〇或いは夜間例会があるといい。昼間に

ゴルフをやって、夜は例会とか、夜間例

会であれば仕事に支障がないのでたまに

はあっても良いのではないか。 
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