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吉田

会長

横浜あざみロータリークラブ
平成19年12月19日 (水)





隆男

手に手つないで

平成20年１月２日 (水)

夜間クリスマス例会
点鐘

18：30

場所

東急嶮山スポーツガーデン

休会 (定款第５条第１節による)

横浜南ロータリークラブ


辻

康介

様 (ゲストスピーカー)

福島

久雄

様

近藤

治夫

様

鈴木

一男

様 (ワンワールド・ワンピープル)

平成19年12月22日 (土)

12月29日 (土)

移動例会

引続きクリスマス家族会

点鐘

17：00

場所

メモワールプラザソシア21

休会 (定款第５条第１節による)

横浜南陵ロータリークラブ



平成19年12月20日 (木)



12月21日 (金)

◎地区大会御礼､ 及び表彰 (2006〜07年度 出席優秀クラブ 第２位)
の報告


◎12月７日
◎


年次総会､ 増強ミーティングの件

横浜東ＲＡＣ例会の案内

が来ておりますので､ ご案内申し上

クリスマス家族会
点鐘

17：45

場所

セントジェームスクラブ迎賓館

平成19年12月27日 (木)

休会 (定款第５条第１節による)

平成20年１月３日 (木)

休会 (定款第５条第１節による)

横浜旭ロータリークラブ
平成19年12月12日 (水) ⇒９日 (日)

げます｡
日時

12月６日 (木)

場所

ホテルキャメロットジャパン

横浜ロータリークラブ
夜間例会 引続きクリスマスパーティー
点鐘

17：30

移動例会
クリスマス親睦会

点鐘19：30

◎例会変更のお知らせ

平成19年12月11日 (火)

振替休会
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横浜港北ロータリークラブ

点鐘

18：30

場所

横浜ベイシェラトンホテル＆

平成19年12月20日 (木)

タワーズ
平成19年12月26日 (水)

休会 (定款第５条第１節による)

平成20年１月２日 (水)

休会 (定款第５条第１節による)

横浜鶴見北ロータリークラブ
平成19年12月20日 (木)

夜間移動例会・年末家
族親睦会

18：30

場所

翠華楼

新横浜プリンスホテル

休会 (定款第５条第１節による)

平成20年１月３日 (木)

休会 (定款第５条第１節による)

横浜西ロータリークラブ
平成19年12月19日 (水)

夜間例会

引続き年忘れ家族会

17：30

休会 (定款第５条第１節による)

休会 (定款第５条第１節による)
鶴見３R.C 合同賀詞交
換例会

横浜北ロータリークラブ
平成19年12月11日 (火)

夜間例会
場所

点鐘

12：30

場所

横浜エクセルホテル東急

平成20年１月１日 (火)

休会 (定款第５条第１節による)

１月８日 (火)
18：30

場所

ヨコハマグランドインターコ
ンチネンタルホテル

12月26日 (水)

休会 (定款第５条第１節による)

平成20年１月２日 (水)

休会 (定款第５条第１節による)

１月９日 (水) ⇒11日 (金)

鶴見３R.C 合同賀詞交
換例会

点鐘

12：30

場所

横浜エクセルホテル東急

横浜東ロータリークラブ
夜間移動例会

引続き年末会員家族

親睦会
点鐘

18：00

場所

横浜エクセルホテル東急

12月28日 (金)

休会 (定款第５条第１節による)

平成20年１月４日 (金)

休会 (定款第５条第１節による)
鶴見３R.C 合同賀詞交換例会
点鐘

12：30

場所

横浜エクセルホテル東急

神奈川ロータリークラブ
平成19年12月17日 (月) ⇒20日 (木) 夜間移動例会
引続きクリスマス家族会
点鐘

18：30

場所

ヨコハマグランドインターコ
ンチネンタルホテル

休会 (定款第５条第１節による)
神奈川２R.C 賀詞交換会
点鐘

18：30

場所

ホテルキャメロットジャパン

新横浜グレイスホテル

休会 (定款第５条第１節による)

平成19年12月19日 (水) ⇒18日 (火) 年末親睦例会
点鐘

年末家族お楽しみ会

12月25日 (火)

横浜鶴見西ロータリークラブ

平成20年１月21日 (月)

場所
12月27日 (木)

平成20年１月２日 (水)

１月10日 (木) ⇒11日 (金)

12月31日 (月)

18：30

点鐘

点鐘

平成20年１月３日 (木)

１月11日 (金)

点鐘

休会 (定款第５条第１節による)

12月27日 (木) ⇒22日 (土)

平成19年12月14日 (金)

夜間例会・クリスマス家族会

夜間例会
場所

賀詞交換会

新横浜グレイスホテル


ワンワールド・ワンピープル

鈴木一男様に井戸の寄付金贈呈

(クラブより２本分､ 矢野会員より１本分)



田中

789:

;;<

BC78:

=;<

BCE
L<
U




委員長
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立音楽大学卒業後ミラノへ留学歌手として様々なコンサートやライ
ブで活躍｡
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｢ダ・ネーモー｣ というプロジェクトで活動｡ イタリアの1600年頃

>AG
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山田

正憲

の音楽を､ 独自訳の日本語で歌うなど独自の活動を展開｡

SAA

 結婚祝いと誕生祝いをダブルでいただきました｡ 脇

田さんに自宅まで花を届けていただき､ 感謝です｡
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財団学友 (スポンサークラブ：葉山ロータリークラブ)､ 歌手｡ 国
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ギタリスト｡ Gipsy Swing Project のリーダーとしてインプロヴィ
ゼーションミュージックを展開､ ジャンゴ・ラインハルトを記念し
たジャズ・フェスティバル等に世界各地で参加｡ ＣＤ多数｡

 結婚記念のお祝いをいただきありがとうございまし
45

た｡

6

バクパイプ等各種古楽器演奏家｡ Atelier de la cornemuise：古楽

 ①結婚祝いありがとうございました｡
②地区大会の時は河野さん､ 横山さん､ 江森さん大変お世話になり

器バグパイプ製作｡ 中世放浪楽師の音楽を演奏するジョングルール・

ました｡

ボン・ミュージシャンのリーダー｡



 辻康介様､ 本日はお忙しいところお越しいただきま



してありがとうございます｡


 ワンワールド・ワンピープル協会

鈴木様､ ようこ



そお越し下さいました｡


 久しぶりの夜間例会！皆様の飲みっぷりが見られ

ポリオの撲滅を国際ロータリーの最優先の目標であることを承認

ますネ！

し､ 確認する件



提案者：RI 理事会

 悪運強く？本日神奈川警察で無事故無違反20年の表

! "


彰を受けて来ました｡ 皆様もどうぞ！
｢小雪｣ も過ぎ､ いよいよ冬支度！年末の慌しい時

ロータリーのポリオ・プラス・プログラムの最終目標は､ 国や地

期に入りますネ｡ 皆様お風邪などひかれませんようにお過ごし下さ

元または国際的な組織や団体と協力､ 相談しながら､ 野生ポリオ・

い｡

ウィルスの世界的な撲滅の証明を受けることである｡
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よって､ 2007年規定審議会は､ 国際ロータリーが以下を行うこと
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を決議する｡
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○野生ポリオ・ウィルスの世界的撲滅の証明という目標が､ 当組織
の最優先事項であることを確認し､ 承認する｡
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(紹介者

河野

6
明光

.*
会員)

○野生ポリオ・ウィルスの撲滅が証明されるまでは､ 組織全体の他
のプロジェクトを一切採択しないことを確認する｡
○2004年規定審議会決議案04-525号に従い､ 以後の審議会によって
承認されるまでは､ 組織全体の他のプログラムは一切採択されな
いことを確認する｡
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安全な飲み水を重点事項とし､ ブルー・プラネット・ラン財団
(Blue Planet Run Foundation) のブルー・プラネット・ラン
(Blue Planet Run) および水プロジェクト活動を支持するよう､
RI 理事会に要請する件
提案者：米国､ Colorado､ Telluride ロータリー・クラブ
米国､ Colorado､ 第5470地区承認
2006年５月
世界人口の３分の１が安全な飲み水を得ることができないという

問題を解決する上で､ 物理的もしくは技術的な障壁は存在しないが､

ラムとして呼ばれている｡ これにはインターアクト､ ローターアク

むしろ問題なのは一致団結しての集合的な努力が欠如していること

ト､ ロータリー青少年指導者養成､ 青少年交換などの常設プログラ

である｡

ムが含まれている｡

安全な水をすべての人々にもたらすことは､ 可能であり､ 結果を
測ることができ､ 実行可能なことである｡
安全な飲み水は､ マラリアやその他の疫病､ 下痢､ 寄生虫感染､
ヒ素中毒､ 非識字､ 経済発達の遅れ､ 争い､ 治安の悪さといった問
題に対処するための土台である｡
安全な飲み水は､ 世界中の人々の生活の質を高めるための､ 真の
人道的奉仕の機会を提供するものである｡
安全な飲み水の危機は､ ロータリーの会員数が増加している多く
の地域に存在している｡
RI とブルー・プラネット・ラン財団 (Blue Planet Run Foundation) は､ その文化､ 目標､ 運営の枠組みを同じくしている｡

2004年 ｢手続要覧｣ 第94ページから始まる青少年交換のセクショ
ンに､ ｢新世代交換｣ というプログラムがあり､ これは､ 年齢18歳
から25歳までの若者のためのプログラムである｡
青少年プログラム全般を呼ぶ ｢新世代｣ プログラムという名称が､
基本的に ｢新世代交換｣ プログラムと同じ名称であることから起こ
りうる混乱を避け､ 青少年交換プログラムがプログラムの内容をよ
り良く言い表すものとなるようにする必要がある｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
青少年交換プログラムの一環である新世代交換プログラムを､ ｢若
者 (Young Adults Exchange) 交換｣ と改称することを検討する
こととする｡

ブルー・プラネット・ラン財団は､ 安全な飲み水の危機に対する
認識を高め､ 水プロジェクトのための資金を集め､ 持続可能で長期

 


にわたる､ 世界規模で一致団結した集合的活動を立ち上げるために､
ブルー・プラネット・ラン (Blue Planet Run) と呼ばれる世界
的行事を組織している｡
この集合的活動に参加することによって､ 世界はこの奉仕活動を
より効果的に実施することができ､ 現在人類が直面している状況を
断つ可能性を高めることができる｡
ブルー・プラネット・ランの走路に沿って支援活動を行うことで､

模擬国連総会 (MUNA) を公式の RI プログラムとして採択す
ることを検討するよう RI 理事会に要請する件
提案者： オーストラリア､ N.S.W.､ Wagga Wagga Kooringal
ロータリー・クラブ
オーストラリア､ N.S.W.､ Orange で開かれた第9700地区大会に

RI はその存在と奉仕の理想に対する人々の認識を高めることがで

て承認

き､ これによって会員と奉仕への参加者をさらに増やすことができ

2006年３月

る｡
ブルー・プラネット・ラン財団は､ RI の水保全プロジェクトの
資金源となる｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
すべての人々のための安全な飲み水の確保を国際ロータリーの主要

国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､ 公式の
RI プログラムとして模擬国連総会 (MUNA) を受け入れるという
見解に立ち､ できる限り早急に2004年規定審議会の決議案04-111号
を再検討することとする｡

な重点事項とし､ すべての人々に安全な飲み水をもたらす団体とし

 


てブルー・プラネット・ラン財団 (Blue Planet Run Foundation)
を支持し､ ブルー・プラネット・ランを支援するようロータリー・
クラブとロータリアンを奨励し､ ブルー・プラネット・ラン財団の
水プロジェクトに参加するようロータリー・クラブとロータリアン
に奨励することを検討することとする｡

RI 定款の中でロータリーの徽章と超我の奉仕について言及する
という立法案を次回の規定審議会に提案することを検討するよう､
RI 理事会に要請する件
提案者：フランス､ 第1790地区

 

｢新世代交換｣ という呼称を ｢若者交換 (Young Adults Exchange)｣ に変えることを検討するよう､ RI 理事会に要請する件
提案者： 米国､ Texas､ Palestine ロータリー・クラブ

2006年５月
国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､ 国際ロー
タリー定款の中でロゴ (輪) と標語 (超我の奉仕) について言及す
るという立法案を､ 次回の規定審議会に提案することを検討するこ
ととする｡

米国､ Texas､ Texas City で開かれた第5910地区大会にて承認
2005年５月
現在､ 国際ロータリーにおける全般の青少年向けプログラムは､
2004年 ｢手続要覧｣ の第89ページから始まる章では､ 新世代プログ
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