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会長挨拶 井上明彦会長

｢西クラブの“輪”｣

先週の家族会へのご参加ありがとうございまし

た｡ 元ロータリー財団国際親善奨学生の北村優子

さんも参加され賑やかで楽しい会だったと良い評

価を頂いています｡ 幾人かの参加家族にお聞きし

まても概ね好評｡ 会場の中ほどのスペースで子供

たちと奥様方が一緒に踊り出し､ 県短ウィンドオー

ケストラの演奏にあわせてダンスをしていました｡

この様な盛り上がりは家族会ではまこと珍しい光

景｡ との事です｡

ロータリーの目的は ｢社会､ 地域へ奉仕とその

理念の実践｣ にありますが､ まず ｢家族の信頼を

得る事｣ は大切な事であります｡ 会員家族委員会

の皆さんには ｢楽しい家族会・おもてなし｣ を企

画して頂き､ 互いの好意と友情を深めることがで

きロータリーの“輪”が広まりました｡ 参加者一

同感謝です｡ 次年度の年末家族会への出席者も増

員・増加を期待します｡

今日は年次総会です｡ 次年度役員指名・大切な

事項を承認いただきます｡ どうぞこの議事・審議

にご協力ください｡

年次総会は会則により会員総数の３分の１以上

を持って総会の成立となっています｡ 本日の議題

は次年度役員・理事の推薦です｡

次年度役員理事候補者発表 山口文男指名委員長

役員は当番のようなもので順繰りです｡ 2015年

７月からはガバナー補佐を出すこともあり､ 指名

があった際は遠慮なくお引き受けください｡

会長 (役員) 池田修平 副会長 (役員) 斎藤 泉

会長エレクト (役員) 兼クラブ奉仕委員長 清水光朗

直前会長 (役員) 井上 明彦

幹 事 (役員) 中野 欣哉

会 計 (役員) 轟 修平

S A A (役員) 小山浩太郎

職業奉仕委員長 (理事) 関 幸博

社会奉仕委員長 (理事) 伊東 義次

国際奉仕委員長 (理事) 粕尾 正康

青少年奉仕委員長 (理事) 村田 弘志

―――――― 拍手をもって承認 ――――――

池田修平会長エレクト挨拶

2014年～2015年度の会長として

指名をいただきました｡ これから

一生懸命スタッフと相談をしなが

ら､ 事業計画等練っていきたいと

思っています｡ 皆様のご協力を何

卒宜しくお願い致します｡

年次総会 議長 井上会長

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

12／20 本日のプログラム

会 員 卓 話 布 施 慶 典 さ ん

※第1276回の会報は編集の関係でプログラムが順不同と
なっております｡ ご了承ください｡



12月のお祝い事 おめでとうございます

《結婚記念会員》
村田秀雄さん 清水光朗さん 清水 満さん

《夫人誕生記念》
松本知子さん 村田和子さん 岡田成子さん

《会員誕生記念》
福澤 寛さん 松本克幸さん 中山富太郎さん
高井新太郎さん 竹重王仁さん 竹村利之さん
轟 修平さん

幹事報告 南 信行幹事
・20日第６回クラブ協議会開催11：45～扇の間
・地区よりフィリピン中部台風災害義捐金の要請
があり19日までですので本日お一人1,000円ず
つ徴収させていただきました｡ ご協力ありがと
うございます｡

・書き損じハガキの回収 協力をお願いします｡

出席・ニコＢＯＸ報告 山本博昭例会運営委員長
12/13 (会員56名) 出席35名前々回修正出席率93.87％

ゲ ス ト 安達仁美さん (信大教育学部 助教)
北村優子さん (元Ｒ財団国際親善奨学生)

・小林敏生さん☆クリスマス会お世話様でした｡
・若麻績信昭さん☆①安達先生ようこそ｡ ②先日
のクリスマス会､ 私の北酒場の歌で孫が ｢ヒキ
ツケ｣ を起こさなくて一安心｡

・山本博昭さん☆クリスマス会県短ウィンドがお
世話になりました｡ 信昭さんの､ ＯＢ池ポチャ
連発の歌唱には大汗をかかせていただきました｡

・合 計 10,000円 ・スヌーピー 4,155円

・累 計 335,408円

講師紹介 若麻績信昭プログラム委員長
安達仁美さんは､ 生年月日につきましてはあえ

て省略しまして､ ご出身は名古屋で､ 信州大学を
卒業後､ 名古屋大学での研究生､ 研究員を経て大
学院に進み教育発達課の博士課程を経て現在､ 信
州大学で教養学部教育課で助教をしております｡
また､ 日本ユネスコ協会理事､ 長野ユネスコ協会
の理事をされています｡ 私自身もユネスコの会員
を務めており､ そのご縁で来て頂きました｡

ゲ ス ト 卓 話 安 達 仁 美 さ ん

｢ユネスコと ESDと新しい教育｣

本日は教員と､ ユネスコの会
員との二つの立場からお話をし
たいと思います｡ 母親がユネス
コの会員でしたので中学２年の
時にユネスチャンとなりました｡
将来は心理学の勉強をしてカウ
ンセラーになりたい希望を持っ
ておりましたが高校２年の冬にユネスコのスタディ
ツアーとして世界寺子屋運動の支援先のカンボジ
アを訪問し非常に環境に恵まれない中で勉学に励
み将来の希望を明確にしている子供たちの姿を見
て､ 学ぶことによって将来の進路を考えることが
出来ることを知り教育の道に進むきっかけとなり
ました｡ 自分の人生を導いてくれたのがユネスコ
との出会いであったと思います｡
本日のテーマ ｢ESD｣ 日本語で言うと､ 持続

可能な開発のための教育となります 2002年に日
本が国連総会に提出しユネスコが国際実施計画を
策定して2005年から2014年の10年間実施しており
｢すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し､ 持
続可能な開発のために求められる原則､ 価値観及
び行動が､ あらゆる教育や学びの場に取り込まれ
環境､ 経済､ 社会の面において持続可能な社会が
実現できるような行動の変革をもたらすこと｣ を
目標としております｡ こうした理念の下に､ ユネ
スコスクールが作られ世界に約9566校日本では647
校ありますが､ 長野県では信大付属松本中学校１
校にとどまっております｡
ロータリーとのつながりは､ 書き損じ葉書によ

る支援活動があります｡ 寺子屋運動は､ 1989年に
マイケルジャクソンが基金を作ったのが始まりで
これまでに寺子屋で学んだ人は約124万人になり
ます｡ ちょうど年賀状のシーズンで書き損じはが
きの出る時期だと思います｡ 50円の書き損じはが
きは､ 郵便局で45円の切手と交換してくれます｡
この切手を企業に買ってもらいお金に換えていま
す｡ インドでは一枚の葉書でノートが２冊買えま
す｡ 昼食にすると４回分に当り､ 11枚ではネパー
ルで女の子が１ヶ月勉強できます｡ 貴重な一枚で
すので無駄にせずご支援ください｡

例 会 案 内

12月27日・１月３日 休 会

１月10日 新年初例会


