
★司会　安本好勝 SAA
点鐘　増田敏雄 会長★
ロータリーソング★

「君が代」「奉仕の理想」

 ソングリーダー　小山宏明 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.本日、第12回理事会及び第7階被選理事会（合同）
　 開催致します。

●川崎とどろきＲＣ
   6/29（月）　夜間移動例会
　　　　　　　　  点鐘：18：00　 場所：杉の家 やまぐち

●川崎中ＲＣ
    6/23（火） 昼例会→夜間例会に変更
　　　　　　　　  点鐘：17：30　 場所：ホテル精養軒
　

今後の予定

委員会報告

◎ 6月11日(木)　「一泊移動例会」
　　　　　　　　　　　 熱海伊豆山温泉　ニューさがみや

◎ 6月18日(木)　「理事退任挨拶」　

◎ 6月25日(木)　「三役退任挨拶」　　　　　　　　　　　　　
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伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告

                                           　　出席委員長

1.5/31（日）10時～12時水辺の楽校

　「かわさき・とどろき・大師合同干潟観察会」

　 参加いただいた皆様、有難うございます。

2.6/13(土)ICUロータリー平和センター年次セミナー

　 増田会長出席
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・株式会社システムワン　　　伊賀 宏行 様

・有限会社本田メンテナンス　本田 啓子 様

・青少年交換学友　　　　　　志村 直子 様

　　

ありません

　　

2014-15年度　第１ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐　

中村 眞治 様（川崎大師ＲＣ）

2015-16年度　第１ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐

小林 和雄 様（川崎南ＲＣ）

■山本栄次　広報雑誌記録委員長
　　雑誌ロータリーの友　掲載記事に関する報告

　　

　　

　　

森野知良

増田敏雄　会長 スピーカー紹介

　　

ロータリー平和フェロー　第１２期生

シリア マリア ルイス パス　様

≪通訳≫ 伊藤秀司幹事・林 様、中村 様

　



クラブ会報担当：小枝義夫副委員長

　

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

　   野口プログラム委員長がロータリー平和フェローの方々との交流活
　　 動を通じ、シリアさんの卓話に繋がる機会となりました。
　　 通訳は伊藤幹事と幹事の会社の新サービスによって行われ、映像
　　 と音声はシドニーからliveで届けられました。
　　 野口ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長、伊藤幹事、関係者の皆様有難うございました。
　　 
　 　　　　　　　　　　　　　　　  
　

★1.第１グループガバナー補佐の引き継ぎに参りました。
　 2.貴クラブの地区目標達成のご尽力に感謝申し上げます。
 　(2014-15年度
　 国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 中村眞治 様)
★中村ＡＧとご挨拶に伺いました。
　 次年度は宜しくお願い致します。
　 (2015-16年度 
　 国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区 第1ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅ-補佐　小林和雄 様)

東日本大震災義援金　 2,000　円

　　　累計金額 　　106,000　円

本日のニコニコ　　  26,000　円

　　　累計金額  　 939,000　円

◆増田洋一会員
　 暑いです。
◆増田敏雄会員
 1.シリア マリア様、本日の卓話宜しくお願いします。
 2.中村ＡＧ、小林ＡＧエレクトいつもお世話になってお

ります。
 3.本日は多数のゲストにご参加いただき感謝申し上げ

ます。
◆伊藤秀司会員
　 本日は通訳失敗したらゴメンなさい。
　 当社の新サービスバイリンガルサポートをバックアップ
　 通訳で付けてます。
◆河口会員
   シリア マリア ルイス パスさん、ようこそいらっしゃいま

した。本日の卓話宜しくお願い致します。
　中村ＡＧ、小林ＡＧＥ、ようこそいらっしゃいました。

◆山本会員
 1.望月さん、神奈川アマ15位お疲れ様でした。
 2.体調不良の為、楽しみにしていた一泊移動例会
　  欠席致します。
　  茶谷さん、色々とすみませんでした。
◆鈴木会員
　 シリア マリア ルイス パスさん、ようこそ川崎マリーン
　 ＲＣへお越しくださいました。
　 卓話楽しみにしております。
　 中村アシスタントガバナー、小林次年度アシスタント
　 ガバナー、御指導のほど宜しくお願い申し上げます。
◆小山会員
   シリア マリア ルイス パスさん、本日はようこそ。
　 中村ＡＧ、小林ＡＧＥ、ようこそいらっしゃいました。
◆中條会員
   先日、御幡様と伊藤恒満様ご来店有難うございまし
　 た。そして、本日の卓話も楽しみにしております。
◆福嶋会員
  本日は途中にて例会を失礼いたします。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

  ﾛｰﾀﾘｰ平和ﾌｪﾛｰ
　　    第12期生
ｼﾘｱ ﾏﾘｱ ﾙｲｽ ﾊﾟｽ 様 

マリーンロータリークラブの皆様、こんにちは。
私の名前はCilia María Ruiz-Pazです。ロータリー平和フェロー第12期生です。
私は、コロンビアのカリで育ちました。そしてフェアフィールド(ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州)へ渡り、1993年にアイオ
ア州で高校卒業後、ロータリー交換学生として１年間フランスへ留学する機会をいただき、フランス
語を学び、素晴らしい時間を過ごしました。その後、アイオア州立大学で犯罪学とフランス語を重点
に学びました。そして、インターンとしてワシントンＤ.Ｃ.のインターポール国家中央事務局で犯罪ア
ナリストとしてのキャリアを開始し、その後、インタポール事務局の環境犯罪プログラムが行われるフ
ランス(リヨン)へ移りました。ここでは、環境犯罪を犯した犯罪者のデータベース管理を行い、野生生
物犯罪、違法伐採、公害犯罪、銃器犯罪の撲滅に関連する事業を確立し、市場のプロジェクトに貢
献しました。こうした経験を踏んで、更に修士学位を取得したいと思い、ロータリー平和フェローへ申
請しました。そして、2013年8月にＩＣＵに来ることができました。日本に来て２年近く経ち、多くのこと
を学びました。ロータリー平和フェローでは、夏休みに専攻分野に基づいた実地体験をすることが必
要となり、私はコロンビアで私の応用分野の実地体験を行い、野生動物の識別と保全と管理に焦点
を当て、環境法規の見直しとデータ解析を行いました。そして、卒業時には論文執筆が必要となり、
6月13日ＩＣＵにロータリー関係者を招き、研究(論文)発表会が行われます。そこで、私も発表します。
私は、平和を促進するための努力として、野生生物の売買の両面について、国際及びコロンビアの
責任の要因を検討しました。環境犯罪はグローバル規模で蔓延していますが、優先順位が低いまま
です。私は、国内及び国際的な活動における協調の欠如、政治的意思の欠如、文化的な影響、教
育、環境、犯罪に関する全体的な認識の欠如が要因で、効率的かつ効果的な解決を妨げているこ
とがわかりました。

私の研究を通じ、優先順位付け、教育、能力を向上させながら、国際レベルでの政治的意思の育成を通じ、対処していく必要があ
ると指摘します。私は将来的には国際環境法の適用・運用と法令順守、アメリカ国内の犯罪分析の両方で仕事を続けていきたいと
思っています。　
ロータリー平和フェローとしての研究が、人類・野生生物の環境の平和と尊重を私が扇動していけると確認しています。
私をサポートしてくれたフェアフィールドＲＣにとても感謝しています。ロータリー交換学生であったことで、ロータリー主催の多くの奉
仕プロジェクトに参加できました。ロータリーと私との関わりが世界に影響を与える可能性があることを私は知っています。
国際的な立場で積極的に環境問題に関する紛争や争いに影響を与え
られることを熱望し、ロータリーの使命である世界平和を提唱していきた
いと思います。
シリアさん、本日は大変貴重なお話ありがとうございました。

『ロータリー平和フェロー卓話』


