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前回の例会 

2015年 7月 31日(金)第 1671回 

例会変更 及び ビア・パーティー 

日時：同日(7月 31日) 

受付 18：30～ 開会 19：00 

場所：ホテルアゴーラリージェンシー堺 

26F「クリスタル」 

 

 

 

 

 

 

 前々回の例会 

2015年 7月 24日(金)第 1670回 

卓  話 「 テーブル会議 」 

今週の歌 「 奉仕の理想 」 

     「 若者たち 」 

お客様の紹介  

出席報告 会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

 

 

 

 

 

事務所  〒590-0024堺市堺区向陵中町 2丁 5-10 杉本ビル 5-B・Tel:(072)255-1200番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 PANTARON   Tel:(072)228-3988番  （魚太郎直通電話） 

 URL     :  http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ：豊澤 洋太朗（トヨサワ ヨウタロウ） 

ガバナー事務所  URL   ： http://2640.jp/ 

         E-mail ： office@2640.jp 

会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：米澤邦明 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2015年 8月 7日 第 1670号・第 1671号 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

2015年 8月 7日(金)第 1672回 

卓  話 「 会員増強月間 」 

卓 話 者 嶽盛 和三 会員増強委員長 

今週の歌 ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣  

｢バースディソング｣ 

お客様の紹介  

出席報告 会長の時間・会員総会 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(８月度) 

 新井茂文会員( 7日) 中川  澄会員(10日) 

 中田 学会員(30日)  

  奥野美津子様( 3日) 辰  由華様( 5日) 

 國井 藤子様( 7日) 畑中  暁子様(21日) 

〇結婚記念祝い(８月度) 該当者なし 

 2015年 8月 21日(金)第 1673回 
卓  話  「 自己紹介 」 

卓 話 者  平野 祥之 会員 

 

 ＊8月 14日（金）の例会は 

 定款第６条第１節の規定により休会です。 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

＜７月２４日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           19名 
欠席会員             12名 
ビジター            0名 
ゲスト           0名      
6月 12日(金)の出席率  71.87％ 

 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

＜７月３１日(金)の出席報告＞ 
会 員 数           31名 
出席会員           25名 
欠席会員              6名 

   奥 様           8名 
ご家族・ご友人       13名 
その他           1名      
6月 20日(土)の出席率   87.50％ 

 

http://www.sakai-kita.jp/
http://2640.jp/
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「議題“35周年記念行事”について」 

記録：幹事 藤永 誉 

１） 参加者について 

・配信済みの案内において 

 「会員・奥様・御子息・御令嬢まで」となっていますが、お孫さん、祖父母の参加も  

要望があります。 

   ↓ 

・配信する前に準備委員会でもう少し検討すべきだったのでは？ 

・配偶者と子供に限定してはどうか？ 

・ファミリー会員は、会員としてご参加いただく 

・３人まで（夫婦と子供）を無料にしては？ 

・会員含めて２人にしては？３人目からは有料にしては？但し金額は、人数が決ま 

り次第旅行社からの見積による。 

・仕事の事情で奥様と子供のみ（会員は欠席）でもよいか？ 

２） 参加費について 

・現状は、参加費は、無料。 

   ↓ 

・記念事業の一環として費用を捻出お孫さん分は、費用をいただく常識の範囲で。 

・イレギュラーは必ず発生するものであり、すべてを排除するのではなく、寛容の心

をもって対応したい。 

・予算は、350～500万までが限度ではないか？ 

・40周年で1000万ほど必要になる。 

３） 決定事項 

・参加資格は、会員ご家族と関係者 

・参加費は会員含めて２名まで無料３名以降は有料上記を再度ご案内する。 

４） 欠席者へのお土産 

・必要でないか？ 

・参加（出席）は義務としてお土産は、準備しない。 

５） その他 

・会員増強のお話ができませんでしたので次回に延期します。 

 

     

 

 

会長 坂田 兼則 

 

 先週の例会の前に、堺市の大仙公園事務所の田中所長さんが、例会場にこられまし

た。何かと思えば、その数日前に一般の方から、堺北ロータリークラブが、３０週年事

業で設置した、仁徳天皇の記念歌碑に、子供が上に登って遊んでいたとの事、子供とい

えど天皇さんの記念歌碑の上で遊ぶのはいかがなものか、というお話だったそうです。

市としても堺北ロータリークラブが設置したものであるので、いかがしたものか相談に

会長の時間 （7・24） 

 

時間 

 

テーブル会議（7・24）  

 

時間 
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こられたものです。 

 現在、國井会員に無理をいって柵を作るなどの方法を考えております。 

ところで、今日の会長の時間は、少し仁徳天皇陵についてお話して見たいとおもいま

す。 

 私たちは一般に、仁徳天皇陵古墳といっていますが、別名大仙古墳又は、百舌鳥耳原

中陵といわれておりますが、日本最大の前方後円墳であり、宮内庁は第１６代仁徳天皇

の陵墓に治定して管理しており、現在立ち入りは禁止されております。全長 486ｍ、後

円部の径が 240ｍ、高さ35ｍ、前方部幅 305ｍ、高さ35ｍとなっております。ちなみに

大林組が 1985年にこの古墳を古代の工法そのままで実施すれば、１日 2000人を動員し

たとしても延べ 6.807.000人工期は 15年8ヶ月かかり、総工費が 796億円になるとい

う試算をしたそうです。「古事記」によると、仁徳天皇は、西暦 399年に崩御されたと

記されており、その約 20年前ぐらいに、河内の石津原、現在の堺市石津町から中百舌

鳥一体を行幸され、そのときにこの地を陵地と定められたそうです。 

 その工事中に野原から鹿が走り出てきて工事人たちの前で倒れて死んだことがあり、

人々が怪しんで調べてみると、鹿の耳から百舌鳥が飛び去ったそうです。それでこの地

を百舌鳥耳原と名づけたという地名起源節があるそうです。 

 現在、堺市や羽曳野市による世界遺産登録の動きがなされておりますが、平成 29年

の世界遺産登録を目指してがんばっているものであります。 

 

 

  

 

会長 坂田 兼則 

 

本日は、当クラブの最初の事業でありますビア・パ－ティーに、会員・家族の皆様が

多数参加いただき、有難うございます。 

 又、この企画を立案、実行していただきました城岡委員長はじめとする親睦委員会の

皆様に感謝いたします。 

 この時間は、早くビ－ルを飲みたいので短く聖書の一つを紹介します。 

山ノ内会員さんが良く御存知の「ロｰマ書 １２章１４節」からの聖句で、イエスの 12

使徒のひとりパウロが、コリントの国に人々に語った言葉です。 

 「迫害する人を祝福し続けなさい。祝福するのであってのろってはなりません。歓ぶ

人たちと共に歓び、泣く人たちと共に泣きなさい。他の人たちのことを、自分自身に対

すると同じような気持ちで考えなさい。高ぶった事柄を思わず、へりくだった事柄を求

めなさい。ただ自分の目から見て、思慮深い者となってはなりません。」これらの聖書の

言葉は、我々ロ－タリアンの生き方にも当てはまる言葉ではないかと思います。  

 簡単素地ではありますが、これで本日の会長の時間とさせていただきます。 

感謝。 

 

 

 

 

 

会長の時間 （7・31） 

 

時間 
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クラブ35周年記念事業「北海道旅行」についてご案内 

35周年記念事業実行委員会 

委員長 堀畑 好秀 

 

今年度はクラブ３５周年を迎える年でありますので、ご家族皆様に楽しんで頂ける記

念事業「北海道旅行」を企画しております。チケットの手配等ございますので、7月31

日(金)までに出欠の御返事をお願いいたします。 

 

【記】 

日  時：平成27年9月26日(土)～27日(日) 「基本プラン」 

集合場所：関西国際空港  

※詳細はまた改めて後日お送りいたします。 

参 加 費：無 料「基本プラン」 

※2名様まで無料、3名様以降は、有料（一部負担） 

（3名様以降の金額は、全体の参加人数が決まり次第ご連絡させていただきます。） 

参 加 者：会員ご家族および会員関係者（会員以外のみの参加も可）        

基本プランは、9 月 26 日－27 日の旅程表通りです。オプションプランは、旅行日数

を前後増やす事が可能です。 

その場合は往復航空チケットと基本プランの１泊２日のホテル代等は堺北 RC が負担

いたしますが、延泊時のホテル代等は個人負担となりますので、ご了承ください。 

延泊時のホテル等手配は旅行会社が代行いたしますので、ご利用の際はお声掛け下さ

い。 

また日数を増やす場合でも、基本プランの工程２日間は旅程表通り一緒に行動を共に

して頂きます。 

ご不明な点などございましたら、中田会員又は堺北RC事務局までご連絡下さいませ。 

 

 

社会奉仕委員会 

「委員会報告」 

社会奉仕委員長 塩見 守 

 

今回は、国際奉仕委員会と社会奉仕委員会の合同委員会を行いましたので、下記の通

りご報告いたします。 

社会奉仕委員会では今期の社会奉仕活動予定の確認と意見交換を行いました。 

 

【記】 

日時： 平成２７年７月１７日（金） 

場所： すし亭「幹」 １８時３０分～ 

出席者： 宇瀬・中田・辰・中川・小西・藤永・ 

塩見（７名） 

１） 春と秋の交通安全キャンペーン 

２） 春と秋の仁徳陵の清掃活動 

３） 清心寮の子ども達との交流 

４） 毎月のダメ・ゼッタイ募金 

５） ガールスカウト１５団との交流 

６） 第５回子ども囲碁フェスタ・堺への協力 

７） その他 

委員会報告（７・２４）  

 

時間 
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囲碁大会準備委員会 

「委員会報告」 

大会準備委員長 宇瀬 治夫 

 

先日、第１回大会準備委員会打ち合わせ会議を開催いたしましたので、ご報告いたし

ます。 

 

 

【記】 

日時：平成２７年７月２４日（金）１８時３０分～ 

場所：すし亭「幹」 

出席者：宇瀬・山田・坂田・池田・小西・塩見・城岡・中川・中田・畑中・藤永・米澤 

    以上 １２名 

議題：「今後の予定について」役割分担等 

                               

議案 担当責任分担及び今後の予定について 

１）実施責任者 （宇瀬委員長・堀畑・北側・山田）              

１．大会実施大綱 

 募集は堺市内・大阪府下の小学生 １００名 

 ２．会場 サンスクエア堺  ５月申し込み完了 

（今年は教育委員会より申し込みして頂きました） 

 ３．日時 平成２７年１１月１５日（日） 決定 

     午後１時 ～ 午後４時 にて開催  ２階 和室以外の全室利用 

２）後援・協賛 手配    

担当（宇瀬委員長・堀畑・城岡・中田・山ノ内 ） 

 １．堺市教育委員会 後援申し込み   

担当 （ 塩見・藤永 ） 

   後援依頼文書提出・寄稿文書依頼書提出・教育長の写真依頼 

 ２．堺市子ども会育成協議会 後援申し込み  担当 （ 塩見・藤永 ） 

 ３．日本棋院への後援依頼及び打合せ後援申し込み  

 担当（ 山田 ）（ ８月中旬予定 ） 

 ４．ＩＭ８組への後援名義使用承諾依頼  

 担当 （ 坂田・藤永 ） 

   （ ８月の連絡会にて依頼予定 ） 

 ５．堺商工会議所へ協賛依頼 

  担当 （ 堀畑・塩見 ） 

   後援依頼文書提出・寄稿文書依頼書提出・会頭の写真依頼 

 ６．企業・個人その他への協賛金依頼   

   担当（ 宇瀬委員長・堀畑・北側・徳田・城岡・山ノ内 ） 

 ７．協賛企業・個人の名刺を集計  

 担当 （ 藤永 ） 

３）広報活動 担当（ 中田・中川・塩見・藤永・山ノ内 ） 

 １．ポスター・案内チラシ(参加申込書掲載）作成・ホームページ更新  

担当（ 塩見・藤永 ） 

   ポスター５００枚 案内チラシ２５００枚 

   内堺市へポスター１５０枚  

   内堺市へチラシ１０００枚 

  （８月中旬に発注して９月上旬に作成完了予定） 

   参加申し込み締切日 平成27年10月23(金) 

 ２．ポスター・案内チラシ（参加申込書掲載）の配布（９月上旬予定） 
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   ① 小学校・子ども会へ堺市教育委員会からの配布依頼  担当（ 北側・塩見 ） 

   ② 自治会・碁会所へ配布  担当（ 中田・北側・山ノ内 ） 

   ③ ＩＭ８組・協賛企業・個人へ配布  担当（ 坂田・藤永 ） 

   ④ 堺市広報へ掲載依頼（７月下旬） 担当（ 塩見 ） 

 ３．協賛企業・個人の名刺広告申込書作成  担当（ 塩見・藤永 ） 

 ４．大会プログラム作成及び協賛企業の名刺広告掲載 担当（ 藤永 ）                                    

４）大会事務局  

 担当（ 坂田・中田・事務局石川・坂上 ） 

 １．前年度参加者へ参加案内（案内チラシ）送付  

担当 事務局石川・坂上（９月上旬予定） 

 ２．参加者の掌握・確保 担当 （ 坂田・中田 ） 

 ３．参加証・挨拶状の作成と参加者への送付  

担当 事務局石川・坂上（１１月上旬予定） 

５）大会運営実行本部  （１１月上旬設置） 

 １１月上旬 運営会議開催し、大会の詳細・役員体制の決定 

１．当日の大会プログラムの作成  担当（ 塩見・藤永 ） 

 ２．司会進行 担当（ 中川・日本棋院 ） 

 ３．会場設営 担当（ 坂田・中田 ） 

  （会場の振り分け・会場看板の作成・式次第の作成・他） 

 ４．受付  担当（ 事務局石川・坂上 ） 

 ５．表彰状・記念品の準備 担当（ 未定 ） 

 ６．会計  担当（ 池田 ） 

 ７．大会記録作成 担当（ 池田・米澤 ） 

 ８．審判・各会場の進行 担当（日本棋院） 

６）その他 

 

 

 

 

親睦活動委員会 

親睦活動委員 笹山悦夫 

7/31夜間例会「ビア・パーティー」開催 

～会員家族の親睦を深める～ 

 

平成27年7月31日の午後7時、各会員の家族や友人に感謝し、親睦の絆を深めよう

と夜間例会「ビア・パーティー」が、ホテルアゴーラリージェンシー堺の最上階（26階）

「クリスタル」で賑やかに開催されました。 

当日は、35度以上の猛暑が続く中でしたが、参加者47名のうち、会員25名、奥様と

ご家族が18名、ファミリー会員1名、会員がお世話しているアメリカ、オーストラリア

からの留学生 2 名の参加がありました。会場には、浴衣姿のご家族や留学生もおられ、

普段の例会とは違い国際色豊かで、とても華やいだ雰囲気となりました。 

始めに、第1部で第1671回例会が開催され、ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱、会

長の時間、委員会報告、幹事報告などスピーディーかつ簡潔に議事が進められました。 

第2部は、親睦委員会に進行がバトンタッチされ、「ビア・パーティー」が賑やかに始

りました。今回のビア・パーティーの目玉は、堺の大漁夜市恒例「スーパーサマーハナ

ビ」の観賞でした。宴もたけなわ花火の打ち上げが始まると会場を暗くして、夜空を彩

委員会報告（７・31）  

 

時間 
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る花火を堪能しました。ホテル最上階から眼下に見る花火は夜景に生えて格別で、大変

見ごたえのあるものでした。今年は、内閣総理大臣賞など全国の花火大会で数々の賞を

獲得している有名な花火師（マルゴー）の作品だったようです。ビールと花火を堪能し

た後、最後は、ロータリーソング「手に手つないで」を参加者全員が輪になって歌い、

楽しく終了しました。 

堺北ロータリークラブ恒例の「ビア・パーティー」は、ロータリーの活動を内外から

支え、協力していただいている奥様やご家族、ファミリー会員、そして友人の方々に感

謝し、会員との親睦を更に広げ、絆を強めるための重要な活動であることを改めて感じ

ました。 

 

 

 

池田茂雄会員 本日の週報、大きなミスすみません。訂正してホームページに掲載しま

す。 

新井茂文会員 7/22 雨天の中、天野山ＣＣでＡＷＡ会コンペで、私はボギーペースで。

他の方は雨で乱れて、私に優勝のチャンスがやってまいりました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

「３９！！」（サンキュー）。 

那須宗弘会員 来週のビア・パーティー楽しみにしています。 

坂田兼則会員 35周年、記念の北海道旅行、たくさんの参加よろしくお願いします。 

嶽盛和三会員 徳田さん、親睦委員の皆さんにお気遣いいただき、ありがとうございま

した。又、飲ましてもらいます。 

小西幹夫会員 山崎さん、8月4日よろしくお願いします。 

米澤邦明会員 少し出席人数少ないですね。皆さん「夏終」でしょうか？（読み方は今

日の週報の中にヒントが有ります。 

池永隆昭会員 小西さん、先日はお手間かけました。 

合計 ３０，０００円 

 

 

 

白木隆子様  今日も暑～い一日でしたね。皆様今晩は。35周年事業の北海道旅行楽

しみにしています。坂田会長、皆様仲間に入れて頂き感謝しています。 

堀畑好秀会員 堺市第127回開庁記念に於いて堺市有功賞を頂きました。 

國井 豊会員 本日は家族とアメリカよりガールスカウト クリスティンも参加しまし

た。よろしく。 

那須宗弘会員 親睦委員会の皆さん御苦労様でした。今日はゆっくいり楽しませて頂き      

ます。 

北側一雄会員 猛暑の日が続きますが、お体ご自愛され、この夏を元気にお過ごしくだ    

さい。 

城岡陽志会員 やっと免許を取りました。卒業以来、猛勉強をしました。 

「今日の格言」努力した人を神様は決して裏切らない。 

中田 学会員 坂田年度最初の行事大成功です。 

濵口正義会員 暑い最中のビア・パーティー例会大歓迎 

ＳＡＡ報告 （7・24） 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 （7・31） 

 

時間 
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嶽盛和三会員 ビア・パーティー、花火も楽しみにしております。家族も参加させ 

ていただいております。 

木畑 清会員 家族がたくさんでお邪魔します。お世話になります。 

畑中一辰会員 夜の例会は出席しますので、これからも夜を増やしてください。会 

長殿、幹事殿よろしくお願いします。 

合計 ４８，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 

   ・週報  

（２）幹事報告 

   ・次週の例会は例会変更及びビア・パーティーとなりますので、お間違いなきよ      

    うお願い申し上げます。 

 

   

 

    

（１）本日の配布物 

   ・例会プログラム 

（２）幹事報告 

   ・次週の例会は、第２回定例理事会を開催いたしますので、例会終了後理事・役    

    員の皆様はお集まりいただきます様お願い申し上げます。 

 

 

「ご存知ですか？」 

広報委員会 

 

今月は、小学校で習った漢字1006字を使った言葉の読みを考えていただきま

す。 

問題 

①覚束無い （足元が ～ 。） 

②大童   （なりふり構わず夢中に） 

③流石   （この問題が解けるなんて～だ。） 

④夢現   （ ～ でさまよう。） 

⑤金輪際  （この話は ～ しない。） 

⑥徒花   （ ～ に終わる。） 

⑦一矢   （「 ～ を報いる」） 

⑧然様   （ ～ ） 

⑨愛でる  （菊花を ～ 。 初孫を ～ 。） 

⑩専ら   （ ～ ） 

幹事報告（7・24）  

)) 

 

時間 

 

幹事報告（7・31）  

)) 

 

時間 

 



 - 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は何の日？？ 

1955年 - 東京通信工業（現在のソニー）が世界初のトランジスタラジオを発売。

  

答え 

①覚束無い  おぼつかない 

②大童    おおわらわ 

③流石    さすが 

④夢現    ゆめうつつ 

⑤金輪際    こんりんざい 

⑥徒花    あだばな 

⑦一矢    いっし 

⑧然様    さよう 

⑨愛でる    めでる 

⑩専ら    もっぱら 

例会変更 及び ビア・パーティー 

ＩＮ ホテルアゴーラリージェンシー堺「クリスタル」 
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未来を切りひらく課外授業 
1990年代初めのソ連崩壊までロシア語が第一外国語だったポーランドでは、それまで大半の人が英語を
話せませんでした。しかし、1991年に同国政府が教育改革を実施、英語が第一外国語として採用されて 
以来、国民の英語力は飛躍的に高まり、2013年にポーランドは世界8位の英語力を誇るようになりま
した。   
その一方で、この教育改革は資金や英語教師が不足する地方の学校には十分に及んでいません。「都市部
の学校や私立学校と比べると、地方の公立学校の予算は非常に限られている」と話すのは、ワルシャワ
シティ・ロータリークラブ会員、アンナ・ウィツォレックさんです。ウィツォレックさんは、ポーラン
ドの小学1〜3年生の英語カリキュラム作成に携わった経験もあります。「地方の教師は給料レベルが低
く、十分な研修を受けていません。このため、英語力という点で都市部の生徒たちと大きな格差があり
ます」 
 
グローバル社会で必要とされる英語力 
地方の学校に通う生徒たちは「現代の世界経済と労働市場から取り残されてしまう」と話すウィツォレ
ックさん。社会的疎外の原因として、英語力の欠如を挙げます。「設備の整った都会の学校と比べ、地方
の生徒はコミュニケーション力と自信に欠けています。一般的な教育の遅れもそうですが、若年期に英
語教育が受けられないがために、社会に出てからハンディを負うことになるのです」 
Education First（EF）が2013年に全世界で行った研究によると、英語力が高い国は経済力が強く、一人
あたりの国民所得と生活の質が高いことが分かっています。また、社内共通語として英語を義務づける
多国籍企業も年々増えています。世界のビジネスの主要言語は英語であるため、グローバル社会におけ
る成功には、高水準の教育と政策に加え、英語力が必要不可欠であるとこの研究は結論づけています。 
 
放課後に安全に過ごせる場所を 
さらに、地方では多くの親が失業やアルコール中毒の問題を抱えており、その結果、子どもたちが非行
や犯罪に走るケースが少なくありません。このような現状を変えようと、ワルシャワシティ・ロータリ
ークラブ、ベルリン・ルフトブリュッケ・ロータリークラブ（ドイツ）、ミラノ・ノルト・ロータリーク
ラブ（イタリア）の会員が45,000ドルのグローバル補助金を利用し、地方にある10の町や村の貧しい
子ども約1,200人に、課外活動センターで英語や他の外国語を教えています。このプロジェクトでは、
課外活動センター向けのソフトウェアやオンライン学習教材の開発、講師の養成を行う「Good Start」プ
ログラムと協力しています。 
この活動を通じて11の課外活動センターを支援し、パソコンやホワイトボード、プロジェクター、マ
ルチメディア機器、教材などを寄贈。それまで3年間にわたりロータリー財団の旧補助金で支援してき
た12のセンターと含めると、合計で23のセンターを支援してきたことになります。これらのセンター
では、地元ロータリー会員が監督係としてボランティア活動もしています。 
以前、センターには机と椅子しかなく、放課後も閑散としていました。しかし、パソコンや参加型授
業、熱心な講師たちのおかげで、今では多くの生徒たちが集まるようになりました。 
「英語だけでなく、読み書きやパソコンのスキルも教えています。放課後に安全に過ごせる場所ができ
たことで、毎日の生活だけでなく、将来にもきっと良い影響があるはずです」 
ベルリン・ルフトブリュッケ・ロータリークラブ会員、ゲルハルト・エルンストさんによると、1979年
のクラブ設立以来、会員たちは恵まれない家庭の子どもたちの支援に力を注いできました。ポーランド
での取り組みはクラブが一番誇りとする活動であり、自国ドイツに移住した大勢のシリア難民やレバノ
ン難民のために同様の活動を行いたいとエルンストさんは話します。 
去る3月、センターの一つを訪れたワルシャワシティ・クラブの会員たちは、ちょうど行われていた英
語の授業を見学しました。「楽しそうに参加する子どもたちを見て、思わず涙が出た」とウィツォレック
さん。「彼らは、貧困と苦境から抜け出すことを夢見ています。その夢を叶えるために、できる限りのこ
とをしてあげたいと思います」 
記事：Ryan Hyland ロータリーニュース15-Jun-2015 
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