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■ロータリーソング「手に手つないで」
■来訪者紹介
和歌山東南ＲＣ

様・太田喜美子

様

米山奨学生

ティティコンサコルウオング，サクピシット君

■和歌山東南 RC
太田豊隆様 ご挨拶

■板橋南區扶輪社からの姉妹クラブ締結延長書
調印式の記念ボールペンの贈呈
２０２０～２０２１年度
幹事

松本一也
福井学

国際奉仕委員長
姉妹クラブ担当

嘉昭
泰光

No.1737 令和 03 年 07 月 28 日 第 04 回例会

毎週水曜日

■国歌斉唱「君が代」

会長

吉田
松岡

※例会日

■点鐘

太田豊隆

●会長
●幹事

彌冨照皇
堤勝也様

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

－１－

serc@serc2720.org

■出席報告（出席・プログラム担当 緒方公一 )
月日

会員数 出席者数

45
07 月 14 日 （免 3）
42
45
07 月 28 日 （免 3）
42
☆出席免除
07 月 14 日
07 月 28 日

住江正治
住江正治

32

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

4

36

85.71

30

71.40

島村徹男
島村徹男

鷲山法雲
鷲山法雲

☆欠席者（6 名） 07 月 14 日
川崎直樹
山坂哲生

小野川善久
矢野敬之

堤

勝也

吉永陽三

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )
■来信案内
１）

ロ１）

■スマイル報告

（親睦・スマイル担当委員

草村安宏 )

慈愛園子どもホームより、会報「きっず」の送付。

■ロータリー情報の時間

◎太田豊隆 様（和
歌山東南ＲＣ）20,000 円

■委員会報告

◎潮谷愛一 10,000 円
年が来ましたので、私は市社協、妻は慈愛園
理事長を辞めました。長男が老人ホーム長を
受けてくれました。

（ロータリー情報担当委員 白石 繁 )

（会報・雑誌担当 沼田敏雄 )
「もっと仲間を知ろう」
会報（週報）に掲載致します予定の様式
が出来ましたので、
改めてその様式を配布致します。期日までに
（〆
切り８月２５日）事務局へ返信頂ければ有難いです。大変遅くな
りました事お詫び致します。
最初に配信しました様式は破棄してください。

◎宮川義行 8,000 円
コロナが増えています。ワクチンを打たない
人も増えています。まだまだ注意が必要な毎
日が続きます。皆さま十分お気をつけ下さい。
来週は職業奉仕フォーラムです。当日、経営

理念アンケートへの御協力もよろしくお願いします。

◎松本繁 5,000 円
敬愛する和歌山東南ロータリークラブの太田様
ご夫妻のご来訪を心より歓迎しスマイル致しま
す。

■委員会報告

（青少年奉仕担当 宮川義行 )

◎古庄浩二 5,000 円
和歌山東南ＲＣの太田様御夫妻の御来訪を歓迎
してスマイルします。本日はプライベートの来
遊で大いに親交を深めて下さい。

今期に入って、アクト活動も活発にな

り、小畑会員の働きかけもあって、新
会員も増え、月２回の例会も予定通り
行われてきました。８月は１７日の２０時から、中央公民館で予
定されています。
今後も御紹介含め、皆様の御協力を宜しくお願いします。

◎内田信行

5,000 円

太田さん御夫妻の来訪心より歓迎します。

日出夫おじいちゃんおめでとうございます。

－２－

◎吉田嘉昭

3,000 円

和歌山東南ＲＣ太田様、令夫人の御来訪を歓
迎申し上げます。ようこそいらっしゃいまし

３．各クラブに対するお願いや要望
（ガバナー補佐への支援含む）

た。

◎山田公也

・例会の継続（通常例会）（オンライン例会）と会員相互の
理解を深め会員維持に努める

3,000 円

和歌山東南ＲＣ太田先輩・令夫人の御来訪を
心より歓迎申し上げます。

・「衛星クラブ」の理解を出前講座により各クラブへ浸透を
図り立上げの支援を行う

毎日暑い日が続いておりますので、体調管理
に気を付けてお過ごし下さい。
◎中島祐爾

・ＩＭを通して、積極的に会員増強の大切さを伝えていく

2,000 円

和歌山東南ロータリークラブ 太田様の来訪に
スマイルします。

◎松岡泰光

４．セミナー等の日程
・若い世代・女性会員向けシンポジュウム・・
２０２２年５月１４日（土） 大分で合同開催（地区大会後）

2,000 円

・ワークショップセミナー（会員増強／公共ｲﾒｰｼﾞ／Ｒ－財団）
３部門との調整の上開催日決定

和歌山東南ＲＣ 太田御夫妻の来訪を歓迎して
スマイルします。

・衛星クラブ出前講座
要望クラブ訪問・ＩＭ開催時ＰＲ（随時対応）

■新年度方針発表および委員会卓話

（会員増強委員長 山田公也 )

５．決意
・２７２０地区における状況は現在コロナ禍においても
会員数は維持していますので部門としてコロナ終息後、
会員増強に展開出来る為の準備をしっかり行います。

会員増強拡大部門 活動方針

そして、ＲＩ会長からも世界のロータリアンを
１３０万人というメッセージを意識致します。

部門長
大庭 由樹 熊本江南ＲＣ
副部門長 佐土原 護 熊本江南ＲＣ
熊本東南ロータリークラブ 会員増強委員長 山田 公也

１．部門の活動方針
「会員基盤の充実をクラブ内で議論を重ね、コロナ禍で
もクラブの特徴を活かした増強と会員維持に努め、柔軟
に対応していく」
・若い世代や女性会員にロータリーの素晴らしさを伝える
セミナーの開催
・ワークショップセミナーを開催する

■点鐘

編集者
--------- もっと仲間を知ろうコーナー

沼田敏雄

--------

【会員名】 住江正治
【入会年月日】 １９８５年 6 月 5 日
【職業】 会社名 水前寺大腸肛門科医院（医療法人社団）
痔にホトホトお困りの方、御相談下さい。大腸内視鏡検査、
治療（ポリペクトミー）は無痛で副院長（息子）が致します。
【趣味】 ボートフィッシング
【好きな言葉】 Enjoy「Rotary」

２．委員会の活動方針
（会員拡大委員会）
・2720地区内での衛生クラブの理解と拡充
（目標：5ｸﾗﾌﾞ設立）
（会員増強維持委員会）
・四半期ごとに地区全体の増強情報を各クラブに配信して
いく
・2720地区のロータリークラブにジェンダーギャップを
なくし、全クラブに女性会員を配置し、且つ男女比
30パーセントを目指す。

－３－

シリア紛争の 10 年

投稿日 : 7 月 7, 2021
By Victoria Ifould（災害救援団体「シェルターボックス」スタッフ）

シリア危機は、これまで
にシェルターボックス * が
対応してきた最大かつ最
も長期にわたる課題です。

2012 年 12 月以来、40 万
人以上を支援し、テントや
冬用衣類の提供など、必要
な支援を行ってきました。
（* シェルターボックスは、

家を失い、辛い経験がトラウマとなったとき、自分の家と呼べる
場所があることは非常に重要です。シェルターボックスはパート
ナーと協力して、アミラさん一家に大きなテントと、水を運ぶ容
器、毛布、キッチンセット、太陽光発電のロープ式ライト、防水
シート、マットレスなどが入ったボックスを提供しました。
現在、アミラさんたちはキャンプに落ち着き、家族の生活を取り
戻すことができました。「アマナとイマンは学校に行き、ほかの
子どもたちはテントの中で遊び、家事を手伝ってくれます。家族
にとって、家ほど大切なものはありません」アミラさんの経験は、
悲劇的な現実と喪失に直面しながらも、希望と立ち上がる力があ
ることを示すものです。 いま彼女が願うのは、シリアの正常化、
そして家族と共に故郷に帰ることです。

災害救援活動におけるロータリーのパートナー団体です）

大規模な攻撃が起きても
ニュースで取り上げられなく

紛争開始から 10 年が経過した現在も、繰り返される争いによっ

なり、政治の膠着状態で先行
きが不透明である現在、何

て故郷を追われる家族が後を絶たず、緊急シェルターが引き続き
必要とされています。また、長年使用され、修理が必要なシェル
ターも多くあります。

百万人ものシリア難民が、日
常の安全が脅かされる危機に
直面しています。厳しい冬、
洪水、経済危機、そしてコロ

年月を重ねるごとに、シリアの惨状は主要なニュースメディアで
取り上げられなくなります。しかし、世界中のロータリークラブ
やローターアクトクラブからの継続的な支援のおかげで、シェル
ターボックスは支援活動を続けることができています。 シリア

紛争の報道では、しばしば数字や統計が注目されます。現地では、
これまでに 1,230 万人もの市民が避難生活を余儀なくされていま
すが、この数字から状況を想像し、紛争が人びとに与えている影
響を理解することは難しいでしょう。統計の背後にある、10 年
間の悲惨な現実を伝えることが重要なのです。

ナウイルスの新たな脅威な

ど、克服すべき課題は山積みです。

この 1 年で私たちが目の当たりにした、人びとの強さと立ち上が
る力には驚かされます。先日、シリアでの活動に焦点を当てたパ
ネルディスカッションが行われ、紛争の恐怖の中で前向きに生き
ていくための方法が話し合われました。支援活動を行っているパ
ネリストの一人、ジャックさんは、次のように述べました。
「前向きでなければいけません。私たちが支援している家族が前

写真のアミラさんは、爆撃で

向きに生きているのですから。彼らの立ち上がろうとする力に勇
気づけられます」

家が破壊され、8 人の子ども
たちと一緒に村を離れざるを
得ませんでした。歩いてシリ
ア北東部の難民キャンプに行
き、車中泊をしたり、見知ら
ぬ人の手助けに頼ったりしな
がら、なんとか小さなテント

ロータリーボイスより

を買うことができました。

当時、アミラさんと子どもたちの生活は困窮を極めました。慣れ
ない土地で劣悪な生活環境に置かれ、厳しいシリアの冬に耐えな
ければなりません。高いインフレ率のため、アミラさんに残され
たわずかなお金では、食料や鍋などの基本的な生活用品ですら買
うことができませんでした。

紛争から逃れることができたことに安堵を抱きつつも、胸には故
郷を失った悲しみがあります。
「悲しくて涙が出てきます。以前は牛を飼い、牛乳を売って収入
を得て、幸せな日々を送っていました。しかし今は何も残ってい
ません。家や思い出、慣れ親しんだ故郷を失うのは、あまりにも
辛いものです」

－４－

https://rotaryblogja.org/

