
 
 

《本日の例会》  
 

卓話・世界理解月間 
 

進 行 SAA 巴 高志   
点 鐘 午後 12 時 30 分 狩野輝昭 会長 

ソング 我等の生業 

四つのテスト 
   

〔会長挨拶〕                     狩野輝昭 会長  

  
 
皆さんこんにちは。寒いなか例会に出席いただき有難

うございます。本日は黒岩名誉会員が参っております。

黒岩会員です。今月は世界理解月間です。その活動の一

環として、本日はロータリー世界フェローの金子由佳さ

んが卓話を行って頂くことに成っています。ここにいら

っしゃっておりますので紹介いたします。金子由佳さん

です。米山奨学生のジョン君も卓話をお願いしておりま

す。宜しくお願いします。ジョン君です。 
先週はパスト会長会を行いました。その会議の中で姉

妹クラブを作るのはどうしたらよいか？。ロータリーク

ラブとはどうあるべきか？。など先輩方の意見を聞かせ

て頂きました。大変参考に成りました。今後も一、二度

パスト会長会を開催いたします。ご参加を願い、ご意見

をお願いしたいと思います。 
理事会での内容を報告します。ニコニコボックスの投

入金を何に使おうか？。との議題が出ました。電動自動

車・AED・車いす・バイク・などの意見が出ております。 
 

 
今後の検討事案と、する事といたします。皆さんのア

イデアをお願いします。 
野村会員より出席免除の申請が出ております。理事会

では承認いたしました。 
カウンセラーの件も議題に上がりました。カウンセラ

ーは基本的には直前会長が行うということを不文律で決

定しました。カウンセラーの希望が有ればこの限りでは

有りません。積極的に手を挙げて頂ければ幸いです。 
2/4に地区の職業奉仕セミナーに出席して参りました。
当クラブからも８人の出席を頂きました。有難うござい

ました。我等の生業に投稿して戴いた、萩原会員が地区

で素晴らしい卓話をして頂きました。この後、地区での

内容を報告して頂きます。また、我等の生業という雑誌

に萩原会員始め、髙橋パストガバナー・横尾幹事・と狩

野の文章が載っています。事務局に一部保管してありま

す。読んでみたい方は事務局までお申し出ください。 
地区報告ではロータリー財団の地区セミナーに出席し

て戴いた、飯塚明男会員にもお願いします。 
2/3に会長幹事会が有りました。IMの話が主で着々と

進んでいるようです。IM を楽しんで頂きたいと思います。
沢山の出席をお願いいたします。 

GSEでの受け入れを要望されました。オーストラリア
からの訪問団で女性一名お願いしたいとの事です。ご協

力のほどをお願いします。 
2/11日はローターアクト年次大会です。関係の渋谷会
員・温井会員予定をお願いいたします。 
 
参考 
 ロータリー平和フェローシップとは 
1999年に、ロータリー財団は、世界各地の 7つの名門大
学と提携し、平和および紛争解決分野における国際問題

研究のためのロータリー・センターを設立し、さまざま

な国あるいは文化圏から選ばれたロータリー世界平和フ

ェローのために専門的な教育の機会を提供しています。

毎年、60 名のフェローが選出され、紛争解決、平和研究、
または国際関係における 2年間の修士課程あるいは修了
証プログラムで学びます。ロータリー地区は毎年、世界

競争制の選考過程のために 1名の候補者を推薦すること
ができます。第 1期世界平和フェローは、2002－03学年
度からそれぞれの研究を開始しました。 
 ロータリー・センターは、紛争の根源的な原因、国際

関係理論、効果的な協力関係のモデルを研究する機会を

未来のリーダーに提供します。ロータリー世界平和フェ
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ローは、単なる学業を超えて、各自のキャリアの中で生

かすことのできる、紛争解決の実用的な手段を習得しま

す。ロータリー・センターはまた、調査研究、教育指導、

紛争解決と世界理解に関連する問題についての論文発表

を援助します。 
 ロータリー世界平和フェロー第 1期生は 2004年に卒業
し、既にさまざまな形で世界中の地域社会に大きく貢献

しています。国連のような国際機関や、外交官、外務担

当官、経済学者、または政策アナリストとして、政府機

関などで活躍しています。 
 
〔幹事報告〕         横尾 巧 幹事 

     
 

・ 本庄市観光協会より視察研修の実施の案内が届いて

います。 
・ ＲＬＩ・パートⅠのクラブ研修リーダーの派遣につ

いての案内が届いています。 
・ 我等の生業の冊子が届きました。当クラブより４名

の投稿が載っています。 
・ ３クラブ合同新年例会が『こだま』に掲載されてい

ます。 
 
〔地区報告〕 
第２回職業奉仕部門セミナー報告 

萩原達也 会員 
第２回Ｒ財団部門セミナー報告 

飯塚明男 会員 
 
〔卓 話〕     米山奨学生 鄭 亨在さん 

 
 

 私は韓国ソウルからまいりました鄭 亨在（ジョン 
ヒョンジェ）と申します。早稲田大学大学院国際情報通

信研究科の修士課程２年生で、クラウドコンピューティ

ングに関する研究を行っております。そして国際ロータ

リークラブ第２５７０地区の本庄ロータリークラブの奨

学生としてお世話になっております。初めて国際ロータ

リークラブの米山記念奨学生になった日のことが昨日の

ことのように思えますが、すでに１年近く過ぎました。

この１年間、米山記念奨学会の行事やロータリークラブ

の行事、本庄ロータリークラブの例会・パーティなど本

当に沢山の楽しい思い出が作れまして、また沢山のこと

を学ぶことができました。本当に大事な時間だったと思

います。そして、お世話になった本庄ロータリークラブ

のロータリアンの皆さんに心から感謝の気持ちを伝えた

いと思います。本庄ロータリークラブの皆さんはこの１

年間、一番身近で私を家族のよう見守ってくれました。

留学生としての立場、心の悩み、生活面での難しさなど

を本当によく理解してくれまして、いつも丁寧に温かく

接してくれました。ある時は友達で、ある時は人生の先

輩で、ある時は家族のように私のそばにいてくれました。

本庄ロータリークラブの皆さん、本当にありがとうござ

いました。一生忘れない思い出もありがとうございます。 
 
 

〔卓 話〕 
世界平和フェロー  金子由佳さん 

 
金子由佳（かねこ ゆか） 
ロータリー世界平和フェロー8期生帰国報告会  
スポンサークラブ：熊谷東 RC 
スポンサー地区：2570地区 
ホストクラブ：アーチャーフィールド RC 
ホスト地区：9630地区 
ロータリー世界平和フェロー第 8期生として、2010年

2月から 2011年 7月まで、オーストラリア・クイーンズ
ランド大学大学院、政治学部、国際関係学科、平和及び

紛争解決学を専攻していた金子由佳さんが帰国し、例会

で帰国報告会が行われました。金子さんは、クイーンズ

ランド大学とロータリー平和フェロープログラムの紹介

をはじめ、ご自身がプログラムを通じて得られた事につ

いて発表し、特に得られたものとして、①「学術的な知

識」、②「フェローとしての体験」、③「ネットワー

ク」の三つを挙げ、一つ目の「知識」としては、学説論

を中心とした大学院での学びや、フィールドでの実地経



験を通し、体系的に平和構築に関して勉強し、知識が向

上したことについて話し、二つ目の「体験」については、

特にプログラム中参加が求められる実地研修について、

西アフリカの紛争国であったシエラレオネにおいて JICA
が実施する地域開発プロジェクトへインターンとして参

加した時の体験について話しました。また三つ目として、

金子さんが国際協力の場で必要と考えていた「ネットワ

ーク」の構築が、プログラムを通して出会った他国のフ

ェローとの交流などを通じて実現された事、国境や宗教、

立場を超えたネットワークの構築が、財団のプログラム

に対する真摯な姿勢によって実現されたと話し、将来的

にはこのネットワークが真の世界平和構築に向けた鍵に

なると話しました。またそのプログラムを支えるロータ

リー財団や、ロータリアン一人ひとりに深く感謝してい

ると話しました。 
            
〔ニコニコＢＯＸ〕 
 
狩野輝昭 
「本日は金子さん・ジョン君卓話よろしくお願いしま

す。」 
「萩原会員、先週は地区でのすばらしい卓話ありがとう

ございました。」 
「黒岩さんいらっしゃいませ。」 
 
横尾 巧 
「金子由佳さん本日は、ようこそ。卓話よろしくお願い

します。」 
 
髙橋福八 
「金子さん、ようこそいらっしゃいました。」 
 
加藤玄靜 
「世界平和フェロー金子由佳さん、御来訪ありがとうご

ざいます。」 
 
矢島淳一 
「金子由佳さんお忙しい中、ようこそ本庄ロータリーク

ラブへおこし下さいました。本日卓話をよろしくお願い

します。」 
 
春山茂之 
「ジョン君、卓話頑張って下さい。」 
 
茂木 聡 
「第８期ロータリー世界平和フェロー金子由佳さん、よ

うこそ本庄ロータリークラブへ。今後のご活躍を楽しみ

にしています。」 
「橋本会長エレクト・飯塚次年度Ｒ財団委員長、先週の

Ｒ財団部門セミナーに出席いただきありがとうございま

す。 
 

 

五十嵐敦子 
「日頃より地域活性化委員会へご協力、ご支援を賜りま

して、心より感謝申し上げます。入口テーブルに「書き

損じハガキ回収箱」を設置いたしました。会員の皆様の

ご協力をお願いします。明日 10日に高校生社会体験活動
として上田知事表敬訪問に行ってきます。本日は、これ

より秩父皆野高校意見交換会へ出席の為、早退させて頂

きます。」 
 
加藤玄靜 
「名誉会員の黒岩パスト会長、御来訪ありがとうござい

ます。お元気で。」 
 
竹並栄一郎 
「黒岩名誉会員の来訪を歓迎致します。」 
 
岡崎正六 
「黒岩さんようこそ。」 
 
橋本恒男エレクト 
「黒岩さん、ようこそいらっしゃいました。」 
 
澁澤健司 
「黒岩さん、ようこそいらっしゃいました。」 
 
黒岩三雄 
「名誉会員としてお世話に成ります。」 
 
巴 高志 
「本日は都合で早退します。」 
 
八木茂幸 
「早退します。」 
 
〔出席報告〕 
 

 
 
 
 
 
 

 
次回プログラム発表 
2月 23日（木） PM6:30～  
夜間例会 埼玉グランドホテル本庄 
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