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４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

会 長

三宅　　敬
幹 事

島田　進一

鷲尾　和正

クラブ会報委員長

2022～2023年度 RI会長　ジェニファー・ジョーンズ

Imagine Rotary
イマジン    ロータリー

「役に立つロータリー、
  ためになる西クラブ」

日航姫路３F
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２０22～２０23

姫 路 西 R C
第２６８０地区

2022-23 年度クラブ週報　№ 32　３月１５日　例会（通算 2533 回）

１．	 開会点鐘（１２：３０）
２．	 「それでこそロータリー」「クラブソング」
３．	 来客紹介
４．	 会長の時間
５．	 幹事報告
６．	 出席報告
７．	 委員会報告
８．	 ニコニコ箱紹介
９．	 プログラム
　　　「ハラスメント・メンタルヘルスについて」
　　　　（独）労働者健康安全機構　田中美和氏
１０．閉会点鐘（１３：３０）

＜次週プログラム＞　　　　
　当クラブ　　３／２２　「移動例会」
　　　　　　　　　　　　　「卓話（仮）当社の事業紹介」
　　　　　　　　　　　　　　　　阪神園芸株式会社　代表取締役社長　久保田晃司氏
　　　　　　　　／２９「委員会タイム」
　　　　　　　　　　　　　　　永岡準司クラブ奉仕委員長・中村浩一戦略計画委員長
神崎ＲＣ　　　３／１６「移動例会」「愛の献血キャンペーン実施」於；もちむぎの館
姫路中央ＲＣ　３／１６「演題未定」　　　　　　　元姫路中央ＲＣ会員　北浦康至氏
姫路南ＲＣ　　３／２０「中学生弁論大会発表会」
姫路東ＲＣ　　３／２０「演題未定」　　　　　　　　　元飾磨高校校長　前田真吾氏
姫路ＲＣ　　　３／２１「休会（祝日）」

今週のソング

１．夢前の流れ　白鷺の城

　　我らの思いは　奉仕の理想

　　輝け西ロータリー　愛の歯車

　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

２．緑も深き　青き峰々に

　　響く蹄
てつ

の音
ね

　銀の馬車道

　　輝け西ロータリー　愛の歯車

　　姫路西ロータリー　共に栄えん！

The West to Love

一	 どこで会っても　やあと言おうよ
　　見つけたときにゃ　おいと呼ぼうよ
　　遠いときには　手を振り合おうよ
　　それでこそ　ローローロータリー

それでこそロータリー
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出 席 報 告 ……………………………… 大谷拓洋出席委員

３月５日（日）地区大会記録
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来 客 紹 介

＜３／１　ホテル日航姫路受付＞
（姫路ＲＣ）坪井良英君、宮﨑雅彰君　（姫路南ＲＣ）松岡淳朗君

計　３名　　累計　５５名　

＜３／８　ホテル日航姫路受付＞　
（姫路ＲＣ）黒田俊行君、水田裕一郎君、山田篤君

計　３名　　累計　５８名

＜当日欠席会員＞
　　　伊賀・石川・石橋・大谷・岡田・北野・國富・重岡・白川・仲上・中村（正）・藤橋・丸尾・山崎　各会員

＜２／２２　メークアップ会員＞
　２／２４（eクラブ）藤橋会員　　　　２／２７（姫路南ＲＣ）中村（正）・林野・吉田会員　
　２／２７（姫路東ＲＣ）山崎会員　　

出 席 報 告

“出席は第一のクラブ奉仕である”

会 員 数 出 席 数 当 日
出 席 率

前々週メー
クアップ数

出 席
免 除 者

前 々 週
欠席者数

56 32 57.14% 5 6 5

水と衛生月間　リソースのご案内
(Water, Sanitation and Hygiene Month)

  2023年 2月 28日 

国際ロータリー日本事務局 業務推進・IT室 
108-0073 東京都港区三田 1丁目 4-28 三田国際ビル 24Ｆ /Tel: 03-5439-5802 /Fax: 03-5439-0405 /Email:rijpnpi@rotary.org  

 
 

 
水と衛生月間 リソースのご案内 

（Water, Sanitation and Hygiene Month） 
 
< RIページ > 
 
➢➢ 水と衛生 
「安全な水と衛生設備の利用は、すべての人がもつべき権利。」ロータリーは世界の人びとに安全な水と衛
生設備を提供し、衛生や伝染病予防教育も行うことで、コミュニティの生活環境や教育の改善に努めます。
「水と衛生」分野における RI活動紹介ページです。  

 
➢ ロータリーと USAIDのパートナーシップ  
ロータリーは米国国際開発庁（USAID）とパートナーシップを結び、水と衛生プロジェクトの改善を通して
長期的な変化をもたらすことを目的とする、「国際 H2O協力」を進めています。パートナー 
シップ上でのロータリーの役割、現地での取り組みを紹介（英語）する RI活動紹介ページです。 

 
➢➢ ロータリーショーケース 
ロータリーショーケースでは、ロータリークラブや地区が実施した様々な活動や計画中のプロジェクトの情
報を掲載・閲覧することができます。世界中のロータリー会員による水と衛生に関するプロジェクトを検索
してみましょう。  

 
➢➢ ロータリー行動グループ 
ロータリー行動グループは、クラブが地域社会を強化するための持続可能かつ効果的な奉仕プロジェクトを
立案するのを支援します。プロジェクトの計画と実施に関してクラブに助言を与え、パートナーや資金、リ
ソースを探す手助けをしてくれます。 
 

➢➢ パートナー 
より効果的で持続可能性の高いプロジェクトを計画するため、ロータリーのパートナーとクラブが協力する
ことができます。このページではロータリーのパートナーとなっている団体を紹介しています。 

 
＜ ラーニングセンター >  

本月間に関連するコースもございますので、詳細はラーニングセンターコース一覧をご確認ください。 
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< 各種資料 > 印刷物の販売、取り扱いは終了となっておりますので、電子ファイルをご活用ください。 

 
➢➢ 重点分野のアイコン 
重点分野のアイコンの使用方法をご確認いただけます。 

アイコンはダウンロードからご利用いただけます。 

 
  
 

➢➢ ロータリーの重点分野 
各重点分野のプロジェクト計画に関するヒントをご紹介しております。 

 
➢➢ 水と衛生：バーチャル会議用の背景（重点分野バージョン） 

Zoomなどのビデオ会議でバーチャル背景としてご利用いただけます。 
 
 
 

  
              当分野でのグローバル補助金プロジェクトをお考えの方へ 
≫ 重点分野の基本方針 
≫「水と衛生」グローバル補助金 授与のガイドライン 

 
< ウェブ特集記事 > 
 
➢➢ 分断された国民がロータリーの水プロジェクトでつながる 
とあるレバノン北部の学校で、生徒たちが水道の蛇口から水を飲み、洗面台で手を洗うために列を作って
います。水の多くを供給する雪化粧の山々からそう遠くはありませんが、かつてこの地の生徒たちにとっ
て、それは稀で贅沢なことでした。   
（2023年 2月、ニュース・特集記事ページより） 

 
➢➢ トイレは命を救う  
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➢➢ アカ族の人たちにトイレを  
私たち原町中央ロータリークラブ（福島県南相馬市）では、2020年よりタイ北部の少数民族アカ族のため
にトイレを設置する活動を行っています。 
（2022年 3月、ロータリーボイスより） 

 
➢➢ 活動のインパクトをこの目で見る  
私が所属するアジスアベバ・セントラル-メラ・ロータリークラブは現在、エチオピア南部の村々に 24の
井戸を建設するプロジェクトを実施しています。私たちは、現地で集めた情報やデータを活用して、地域
社会のニーズとその解決策を特定しました。 
（2022年１月、ロータリーボイスより） 

 
➢➢ 水と衛生の課題に取り組むロータリー行動グループ  
メルボルン（オーストラリア）のあるロータリー会員は、インドネシアの湧き水からカドミウムを除去す
る方法を知りたいと感じていました。同じ頃、ジンバブエのあるロータリー会員は、下水を農業用に処理
する方法について情報を求めていました。また別のロータリー会員は、エチオピアでの水文地質調査の見
直しを必要としていました。 
（2022年１月、ロータリーボイスより） 
 

➢➢ 農村でのトイレ設置・衛生教育プロジェクト 
1991年、ピナツボ山が 600年ぶりに噴火しました。家屋や農場を破壊し、ルソン島（フィリピン）中部の
高地に住む先住民族アエタ族の多くが避難を余儀なくされました。アエタ族にはいくつかの民族がありま
すが、ここはマグ・アンツイの子孫が居住しており、噴火後に政府によって再定住することとなりまし
た。それ以来、多くの人が先祖代々の土地に戻り、コミュニティの再建に取り組んでいます。 
（2021年 3月、Rotary ニュース・特集記事ページより） 

 
➢➢ ケニアのロータリアンがコロナウイルスの感染拡大阻止に乗り出す 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19)の感染予防に関しても衛生環境や安全な水の供給は欠かすことが
できません。ケニアのナイロビ-イースト・ロータリークラブのジョー・カマウさんがリーダーを務める
このチームは、地区内のクラブと連携し、手洗い場の設置を手始めにコロナ禍の地域社会の支援を実施し
ました。 

（2020年 5月、Rotary ニュース・特集記事ページより） 
 
➢➢ 台湾での水質改善プロジェクト 

3月 22日は「世界水の日」です。ロータリーでは、「水と衛生」が重点分野の一つとなっており、世界中
のロータリー会員が安全な水や衛生設備・教育を提供するなど、水に関わる幅広い活動を実施していま
す。今回は、日本のクラブがお隣の国、台湾で実施中の水質改善プロジェクトについてご紹介します。 
（2019年 3月、ロータリーボイスより） 
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➢➢ アカ族の人たちにトイレを  
私たち原町中央ロータリークラブ（福島県南相馬市）では、2020年よりタイ北部の少数民族アカ族のため
にトイレを設置する活動を行っています。 
（2022年 3月、ロータリーボイスより） 

 
➢➢ 活動のインパクトをこの目で見る  
私が所属するアジスアベバ・セントラル-メラ・ロータリークラブは現在、エチオピア南部の村々に 24の
井戸を建設するプロジェクトを実施しています。私たちは、現地で集めた情報やデータを活用して、地域
社会のニーズとその解決策を特定しました。 
（2022年１月、ロータリーボイスより） 

 
➢➢ 水と衛生の課題に取り組むロータリー行動グループ  
メルボルン（オーストラリア）のあるロータリー会員は、インドネシアの湧き水からカドミウムを除去す
る方法を知りたいと感じていました。同じ頃、ジンバブエのあるロータリー会員は、下水を農業用に処理
する方法について情報を求めていました。また別のロータリー会員は、エチオピアでの水文地質調査の見
直しを必要としていました。 
（2022年１月、ロータリーボイスより） 
 

➢➢ 農村でのトイレ設置・衛生教育プロジェクト 
1991年、ピナツボ山が 600年ぶりに噴火しました。家屋や農場を破壊し、ルソン島（フィリピン）中部の
高地に住む先住民族アエタ族の多くが避難を余儀なくされました。アエタ族にはいくつかの民族がありま
すが、ここはマグ・アンツイの子孫が居住しており、噴火後に政府によって再定住することとなりまし
た。それ以来、多くの人が先祖代々の土地に戻り、コミュニティの再建に取り組んでいます。 
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➢➢ ケニアのロータリアンがコロナウイルスの感染拡大阻止に乗り出す 
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できません。ケニアのナイロビ-イースト・ロータリークラブのジョー・カマウさんがリーダーを務める
このチームは、地区内のクラブと連携し、手洗い場の設置を手始めにコロナ禍の地域社会の支援を実施し
ました。 

（2020年 5月、Rotary ニュース・特集記事ページより） 
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■ Rotary ニュース・特集記事ページは≫こちら 
■ Rotary Voiceページ（日本語）は≫こちら 
 
< 映像資料 > 
 
➢➢ Rotary Provides Water, Sanitation and Hygeine  
安全な水と衛生設備をより多くの人々に提供するために、ロータリーが地元でどのような支援を行っている
かを紹介しています。   

 [日本語字幕、1分 39秒] 
 
➢➢ 安全な水と衛生設備へのアクセスを生むために  
安全な水と衛生設備が利用できるようになれば、水を介した伝染病が減り、子どもたちが元気に学校に通
い、母親たちが水運びに時間を費やさずに家族の世話をすることができます。 
[日本語字幕、36秒] 
 

➢➢ A New Plan for Clean Water in Haiti  
最初の 15年間は配置中の地域社会に井戸や手動式ポンプを設置しました。 
苦戦する中で当時のベストプラクティスは地域社会の動員でした。 
[日本語字幕、２分 01秒]  
 

～ RIコンテンツのご利用にあたり ～ 
■ 国際ロータリーのウェブサイトの利用規約は≫こちら 
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< 各種資料 > 印刷物の販売、取り扱いは終了となっておりますので、電子ファイルをご活用ください。 

 
➢➢ 重点分野のアイコン 
重点分野のアイコンの使用方法をご確認いただけます。 

アイコンはダウンロードからご利用いただけます。 

 
  
 

➢➢ ロータリーの重点分野 
各重点分野のプロジェクト計画に関するヒントをご紹介しております。 

 
➢➢ 水と衛生：バーチャル会議用の背景（重点分野バージョン） 

Zoomなどのビデオ会議でバーチャル背景としてご利用いただけます。 
 
 
 

  
              当分野でのグローバル補助金プロジェクトをお考えの方へ 
≫ 重点分野の基本方針 
≫「水と衛生」グローバル補助金 授与のガイドライン 

 
< ウェブ特集記事 > 
 
➢➢ 分断された国民がロータリーの水プロジェクトでつながる 
とあるレバノン北部の学校で、生徒たちが水道の蛇口から水を飲み、洗面台で手を洗うために列を作って
います。水の多くを供給する雪化粧の山々からそう遠くはありませんが、かつてこの地の生徒たちにとっ
て、それは稀で贅沢なことでした。   
（2023年 2月、ニュース・特集記事ページより） 

 
➢➢ トイレは命を救う  
きれいで安全なトイレを使えるのは日本では普通のことですが、世界にはトイレが使えずに屋外で排泄す
る人が数百万人おり、それが原因となって感染症で毎日何千人もの子どもが命を落としています。毎年 11
月 19日、国連によって定められた「世界トイレの日」には、トイレの大切さを認識し、安全な衛生設備が
使えない数十億もの人びとに関する理解を深め、行動を起こすことが呼びかけられています。 
（2022年 11月、ロータリーボイスより） 

 
 


