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会長の時間        鈴木 真澄 

 荻野さんの御子息、中さん、市会議員当選おめで

とうございます。中さんの奥様がご逝去されました、

ご冥福をお祈りいたします。 

 当クラブで支援し、学校を建築したネパールの

「ジギャン・クマル・タパ」からネパール地震の現

状がメールで来ましたのでお伝えします。 

 ４月２５日、ネパールの現地時間午前 11 時 56 分

に M7.8 の大地震が私の母国ネパールを襲いました。   

  その後も断続的に余震が続き、首都カトマンズを

はじめ非常に広範囲に渡って甚大な被害が出てい

ます。26 日現在、死者が 2,000 人に上っておりま

すが、凄まじい瓦礫が救出活動に大きな影響を与え

ています。私の自宅も倒壊してしまいましたが、家

族に人的被害がなかっただけ不幸中の幸いです。 

カトマンズなど人口密度の高い都市部では食料、

水や医薬品に加え、あらゆるものが不足しているそ

うです。26 日午後（日本時間の夕方も）M７程度

の余震があり、家がある人も余震が心配で自分の家

ではなく、広場などに避難し一夜を明かしています。 

 私自身、昨夜は大使公邸、今朝はネパールコミュ

ニティーと、政府や民間の支援体制についての仕組

みづくりに携わっています。妻のエソダもネパール

の留学生などと現地や日本の各種メディアに対し

て情報収集・翻訳をしています。 

 しっかりとした復興支援体制ができるまでに、緊

急支援として地元にテント、ラジオの電池、懐中電

灯とヘルメットなどを届けようと思っています。ご

賛同いただける方はご支援をいただけたら幸いと

の言葉が添えてありました。 

 

被害状況 「NHK 4 月 26 日（日） 12 時 07 分」 

発生日時  2015 年 4 月 25 日 

地震規模  マグニチュード(M) 7.8 

死亡者数  2000 人以上 

周辺国： インド 51 人、中国のチベット自治区で

17 人、バングラデシュで 2 人が死亡 

負傷者数   約４７００人 

  

■出席報告 

月 日 4/28 

会員数 36 

出席者 31 

出席率 86％ 

前回修正 91％ 

 

関根 克未 

 

髙橋 和男 

 

中 毅志 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

5/12「低燃費ｴﾝｼﾞﾝについて」 

（株）ｽｽﾞｷ自販埼玉 

5/19 石坂産業（株） 

専務取締役 石坂 知子様 

5/26 社会福祉法人桑の実会 

 

5 月会員誕生 

鈴木 真澄 中 毅志 

吉田 孝之 



幹事報告          堀江 大 

◆2015 年ｻﾝﾊﾟｳﾛ国際大会第 2570 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰｽﾞﾅｲﾄ

（懇親会）のご案内  6 月 6 日（土） 

◆5/30（土）ﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄのご案内・・・東京御苑 RC 

◆「ｺｰﾃｨﾞﾈｰﾀｰﾆｭｰｽ」2015 年 5 月号 

◆第 4 回会員増強ｳｴﾋﾞﾅｰ：会員の積極的参加と会員

維持 2015 年 4 月 28 日（火）午前 9 時~10 時 

◆「高校生社会体験活動受け入れ事業所のお願い」

について・・・5 月末まで 

◆2015 年 5 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ドル＝118 円 

◆3 月 14 日 IM の収支報告書・IM 剰余金・返金一

覧表・記録 DVD2 枚 いただきました。 

◆学友会ﾆｭｰｽ  4 月号（第 189 号） 

◆第 3G 新旧会長幹事会 6 月 6 日（土）18 時～ 

 狭山東武ｻﾛﾝ 

◆第 30 回市民文化ﾌｪｱご協賛のお礼 

◆週報・・・入間 RC、新所沢 RC、狭山中央 RC 

 

 ニコニコボックス     師岡 友次 

鈴木 真澄 荻野さんご子息、そして中さん市会議

員 当選おめでとうございます。 

堀江 大  内田さん 本日よろしくお願いします。 

内田 学  本日は拙い話をします。 

平林 忠  中 毅志さん、荻野 康男さん市議当選

おめでとうございます。所沢市のため

力を合わせて働いて下さい。 

荻野 賢司 荻野やすおがお陰様で三回目の当選

を果たす事が出来ました。応援有難う

ございました。 

髙橋 和男 すみません。埼玉県ﾄﾗｯｸ協会の理事会

出席のため早退させていただきます。 

本橋 正夫 21日西ﾛｰﾀﾘｰｺﾞﾙﾌ会に皆様有難うござ

いました。実行委員長 室伏様には御

祝いをいただき有難うございます。あ

まりのお金です。 

荻野 陽一 前回欠席しました。 

 

卓話 ＜RLI ロータリーリーダーシップ 

研究会＞ について 

      所沢西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 内田 学 

 RLI は、1992 年にアメリカ・ニュージャージー州

で誕生し、世界本部は州内の RI ゾーン 32 に事務局

が置かれている。 

 現在、150 カ国・276 地区・64 支部で構成されて

いる。（12 年現在）RLI は、「ロータリークラブの

潜在的な指導者」の為の、リーダー育成プログラム

を実施する「他地区合同」の、「ロータリー地区の

草の根連合」であります。 

 国際ロータリーの非公式なプログラムでありま

すが、多くの国際ロータリーの役員が支援をしてい

る重要な研修方法であります。現に、RI 理事会は

RLI を推奨している地区と規定審議会への RLI 又

は同様のプログラムを推薦する決議を採択してい

ますし、先の 2013 年の規定審議会でも採択され、

理事会に送られています。 

 RLI は、ロータリーのリーダー（クラフﾞの指導

者)を目指す、ロータリーの未来に不可欠な研修方

法と思われます。基本的な 3 日間のコースに加えて、

基礎コースの卒業生の為にリーダーシップ等の重

要なセミナーを開催しています。(卒後コース)と言

っています。 

 RLI テキスト最新版は、2012-13 年「RLI20 周年

記念版」であり、英文が原文であるため日本語とし

て違和感の無い訳文になるように、日本支部の関場

慶博副委員長（弘前 RC）、刀根荘兵衛委員（敦賀

RC）、本田博巳委員（前橋 RC）が御苦労されまし

た。 

 このカリキュラムは 3 年毎に改定されますが、今

回の改定では内容が大幅に変更になりました。その

理由としては、「最新の RI 情報」、「戦略計画」、「未

来の夢計画」を踏まえて作られましたが、最大の特

徴は「カリキュラム・スパイラル」という体系に各

セッションが位置づけられた事であります。 

          

 今週の担当  須澤 一男 


