
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」       ◇表彰［マルチプルポールハリスフェロー］ 

◇会長挨拶［古知屋光洋直前会長］   ◇幹事報告    ◇委員会報告［親睦 他］ 

◇卓話 ゲストスピーカー 遠藤拓海様 （財団学友会 代表幹事）※遠藤様の卓話は別紙掲載となります 
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2022-2023 年度テーマ 

painted by Kenzo Tanaka 

第 63 代会長 中山冨貴子 

第 63 代幹事 富田 桂司 

2022 年 11 月 24 日（木） 第２９９４回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 19 

 

＝本日の例会行事＝ 

◎表彰 

☆マルチプル・ポール･ハリス･フェロー４回目 河本

啓伸 君（ＰＨＦピン+４授与）１回目 岩澤あゆみ君 

水嶋 聡君 大箭剛久君 半田朋子君 加瀬義明君（Ｐ

ＨＦピン+１授与） 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より   

 ◇ブチャの人々への発電機寄贈に対するご協力のお願

い  寄付の目安…一人当たり１，０００円以上 

  ◉添付資料…ブチャ発電機支援の経緯説明 地区社

会・国際奉仕委員会委員 高木直之氏 

 ◇純水館記念碑（歴史掲示板）除幕式のご案内   

◉１２/１４（水） １３：３０～１４：３０  ◉ヤマダデンキ茅ヶ崎

店 北側芝生広場 

◎委員会報告 

親睦［木村邦佑会員］：クリスマス例会オークショング

ッズ提供のお願い。子ども食堂の報告 

社会奉仕［安武会員］：12/8 植栽の告知 

スマイル報告 水嶋 聡会員  

古知屋光洋君 茅ヶ崎ロータリー緊急事態宣言により、

急遽会長の席に座っています。よろしくお願いいたしま

す。 

田中賢三君 R 財団学友会の遠藤さん、今日の卓話よろ

しくお願いします。R 財団寄付マルチプルの皆様、たい

へんおめでとうございます。加瀬さん、いつもカレンダ

ー有難うございます。 

成田栄二君 ゲストスピーカー財団学友の遠藤さん、卓

話よろしくお願いします。表彰の方々おめでとうござい

ます。 

澤邑重夫君 遠藤さん、本日は卓話よろしくお願いいた

します。加瀬さん、カレンダーいつもありがとうござい

ます。きのうのサッカーがすごすぎて、スマイルのネタ

もすっとんでしまいました。ワールドカップの影響で私

よりもニワトリが寝不足になり、夜中に鳴くので、私以

外の家族が困っています。 

吉田恵子君 昨日は寒かったです。今日は秋晴れです

ね。遠藤様、卓話楽しみにしております。 

大箭剛久君 先週の金曜日、飲んだ帰りに転倒して、顔

と右半身を強打してしまい、4 日程びっこを引いていま

した。後ろを歩いていた女性が助け起こしてくれたので

すが、すぐ目の前の人が転倒したら、テレビでよくやっ

ている「ドッキリ」くらいビックリしたんだろうなと今

更ながら笑いがこみあげてきます。「華麗なる ステッ

プ踏んで 転ぶ秋」 
委員会報告の木村邦佑・安武・岩井の各会員 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１１／２４ ２９９４ ４３ ４１ ２７ ５ ９ ７８．０５％  

１１／１０ ２９９２ ４３ ４０＋１ ３０ ２＋２ ７ ７８．０５％ ８２．９３％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 岩井 泰会員 

加瀬義明君 河本さん、岩澤さん、水嶋さん、大箭さん、

半田さん。マルチプルポールハリスフェローの表彰おめ

でとうございます。財団学友会代表幹事の遠藤様、卓話

よろしくお願い致します。 

安武 勝君 遠藤拓海様、卓話よろしくお願い致しま

す。 

杉本剛昭君 財団学友会代表幹事遠藤拓海様、ようこそ

お越しくださいました。表彰のみなさまおめでとうござ

います。昨日のサッカー凄かったみたいですね。「見る

と負ける」ジンクス継続中です。次のコスタリカ戦も見

ないようにします。 

木村邦佑君 日本がドイツに快勝しました。寝不足で

す。ゲストスピーカー遠藤様、お話楽しみです。よろし

くお願いします。 

橋本正一君 ゲストスピーカーの遠藤さん、こんにち

は。卓話楽しみです。表彰の皆さんおめでとうございま

す。 

菅野 敦君 ワールドカップサッカーすごかったです

ね。日曜日もテレビで応援です。 

秋本一茂君 昨日より江の島で湘南の宝石というイル

ミネーションイベントがスタートしました。コンテスト

で日本一になりました。みなさんもぜひ見に行ってくだ

さい。 

田中 毅君 遠藤様、本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

宇野雅仁君 ゲストスピーカーの遠藤様、本日はどうも

ありがとうございます。諸事御祝申し上げます。 

水嶋 聡君 茅ヶ崎町おこし企画、茅ヶ崎 V シネマ「茅

ヶ崎哀愁ライン」ぶじに公開することが出来ました。お

かげさまで 300 名を超える皆様に来て頂けました。改

めて町づくりにつながれば幸いです。ありがとうござい

ました。 

［本日 16 件、18,000 円です］ 

マルチプルポールハリスフェロー表彰 大箭・岩澤・河本・

半田・水嶋・加瀬の各会員 

コロナの影響で中山会長・

和田副会長が欠席のため、

急遽古知屋直前会長が会長

代理に。この状況を「茅ヶ崎

ロータリー緊急事態宣言」

とナイスネーミング！ 

第１回『年次総会』 

不定期連載 

「それナニ？ロータリー用語を知ろう」 

【年次総会】Annual Meeting 

ａ．役員を選挙するための年次総会は、細則の定め

るところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催されな

ければならない。 

ｂ．衛星クラブ（該当する場合）は、衛星クラブの

管理全般を担う役員を選挙するため、12 月 31 日ま

でに年次総会を開催するものとする。 

（標準クラブ定款第 8 条第 2 節） 

細井ソングリーダー 

この会報が配布される 12 月 1 日の例会では、上記

の年次総会が開催されます。当茅ヶ崎ロータリーク

ラブでは、12 月第一週の例会で次年度理事役員の選

挙を執り行う慣例となっています。初めて年次総会

に出席される会員もいらっしゃいますよね。せっか

くなので楽しんで参加されてください。 

ちなみに、各候補者は以下の通りです。※敬称略 

【翌々年度会長】杉田祐一【副会長】澤邑重夫 

【幹事】安武 勝【会計】大箭剛久 

【理事】成田栄二、小澤雅彦【会場監督】加瀬義明 

尚、選挙の対象とならない役員として 

【会長】杉本剛昭【直前会長】中山冨貴子 

また、翌々年度幹事候補及び翌年度副幹事（理事会

にオブザーバー参加）に木村信一会員の名前もあり

ます。 
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2022-2023 年度テーマ 
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第 63代会長 中山冨貴子 
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2022年 11月 24日例会 別紙：財団学友卓話 遠藤拓海様 

 2017-18 年度グローバル補助金でご支援いただき、英国ロ

ンドンに留学させていただいた遠藤拓海と申します。今期は

第 2780 地区学友会の代表幹事を務めております。大学院に

留学してから 5年以上が経過しましたが、その経験がどのよ

うに活かされているか私の経験を共有させていただくこと

で、皆様のご寄付で成り立っているロータリー財団のグロー

バル補助金がどのように活用されているかご理解いただく一

助となりますと嬉しく存じます。 

 グローバル補助金はロータリーの 7つの重点分野について

研究を行うために海外大学院等に留学する学生を支援するた

めの奨学金であり、私は「平和構築と紛争予防」について学

ぶためにキングスカレッジロンドン戦争学部に留学しまし

た。戦争学部と聞くと物騒に思われるかもしれませんが、戦

争の原因を知ることで紛争の予防に繋げたり、戦争が起きた

場合に国際社会はどのようにするかについて勉強しました。 

 私が留学を志すきっかけになったのは、大学 2年生の時に

参加した旧ユーゴスラビア諸国（セルビア、コソボ、モンテ

ネグロ）での人道支援インターンでした。旧ユーゴの戦争か

ら 10 年以上が経ち、その間にも多くの新たな人道危機が発

生し、国際社会から忘れ去られようとしている国々にも戦争

の傷跡を負って生きている人々がいることを知り、いわゆる

国際協力の分野で仕事に就きたいと考えるようになりまし

た。国際協力分野の職といっても様々ありますが、国際機関

（国連等）や国際 NGO には学士課程を終えて就職するよう

な新卒の枠はなく、一般的に修士号、語学力、社会人経験が

求められます。これらの要件を満たすためにまずは大学院に

留学しようと考えるようになりました。 

 大学 4年生になり、同級生が就職を決めていくなか、大学

院受験をし、無事に第一志望のキングスカレッジロンドンか

ら合格通知を受け取りました。しかし、学費は当時のレート 

で約 300 万円、それに加えて物価の高いロンドンで 1 年間

暮らしていくだけの生活費が必要でしたが、大学を卒業した

ばかりの私のそのような資金を用意することは簡単ではな

く、その年は留学を断念しました。しかし諦めきれず、新聞

セールスの仕事をしながら大学院の再受験のための勉強を

していたところロータリーのご支援をいただけることにな

り、留学できることになりました。 

 留学中は昼夜を問わず勉強に忙しい日々を送りながらも、

国際ロータリー第 1130地区（ロンドン）のウェンブリーRC

にホストになっていただき、現地のロータリアンの皆さまや

同時期に世界中から留学しにきている奨学生の仲間と楽し

く過ごすことができました。大学院卒業後は 2019年 8月か

ら在ノルウェー日本国大使館の専門調査員として 2 年 3 ヶ

月勤務し、ノルウェーの内政に関する情報収集や分析の業務

を行いました。 

遠藤拓海様 

2017-2018年度Ｒ財団グロ

ーバル補助金奨学生 

（小田原 RC推薦） 

県立小田原高校、青山学院

大学国際政治経済学部、キ

ングズカレッジ・ロンドン

戦争研究学科 

紹介者は地区平和フェロー・奨学金

委員会 副委員長 大箭剛久会員 
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 ノルウェーから帰国後、現在は特定非営利活動法人ワールド・

ビジョン・ジャパンという世界の子どもたちのための国際 NGO

でアフリカの開発援助に携わっています。主にケニア、エチオピ

ア、コンゴ民主共和国の事業を担当しており、母子保健、公衆衛

生、食糧支援等様々な分野の支援に関わっています。担当してい

る事業の裨益者を数えてみたところ、約 670万人でした。 

 資金が足りずに留学を一度は諦めた私でしたが、ロータリー会

員の皆さまに支えられて目標としていた国際協力の分野で働く

ことができています。私はロータリーの重点分野のうち「平和構

築と紛争予防」を学ぶために留学をしましたが、その後仕事の幅

が広がり、現在担当している事業は 7つの分野のうち 5つ以上に

またがります。また、留学は私の人生を大きく変えましたが、そ

の経験を活かし、今後は現在担当している裨益者 670万人も含め

より多くの人々によい影響を与えられるようになりたいと思っ

ています。これはロータリー会員の皆さまのご支援を私を介して

最大化していくことであるとも考えています。大学卒業直後の私

のように志だけはあるものの、困難な状況にある若者がまだいる

かもしれません。そうした若者のためにも、茅ケ崎 RCの皆さま

のお力添えをいただきたく、学友を代表して今後ともご支援のほ

どどうぞよろしくお願いいたします。 

上）アフリカの子供たちと 下）キングズカレッジ時代。他国

の留学生とともに 

遠藤君が所属する World Vision Japanでは「クリスマスまでにあと 3000人

の子どもを救いたい」というチャイルドスポンサーシップを募集しています 

在ノルウェー日本大使館時代の写真 

そもそもは「平和構築と紛争予防」に力点を置

いて学んだ遠藤君でしたが、現在ではロータリ

ーの重点分野 7つのうち、5つ以上に亘って活

動されているとのことです。 


