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2010 年 12 月 14 日(火)第３０７回

■点 鐘  1２時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 年次総会

       

今
週
の
例
会

■例会日 毎週火曜日

■例会場 ラフレさいたま ５階

■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）

     １８：３０（第４・５）

■事務局  さいたま市中央区下落合

          4-14-14-2F

2010 年 1２月 21 日(火)第 30８回

■点 鐘  1８時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 クリスマス家族例会

次
週
の
例
会

平成２2 年 １2 月 7 日 第３０6 回例会 ＮＯ.２３3 発行

会長/片山 金次郎    幹事/中山 祐太郎    週報委員長/秋本 昌治

ク ラ ブ テ ー マ   「 初 志 忘 れ ず  新 た な 息 吹 を 」

ＲＩテーマ

■会長挨拶             片山 金次郎

■幹事報告            中山 祐太郎

■卓 話

●第 6 回役員理事会を開催いたしました。

●ガバナー事務所より

①地区大会表彰

・100％「財団友の会」会員のクラブ

・｢毎年あなたも 100 ドルを｣

認証バナーが届きました。

②地区大会におけるポリオ撲滅募金の御礼

皆様こんにちは。

時の経つのは早いもので、師走 12 月に入りました。

12 月の冷え込みは関東地方は全国に比べ暖かい日

が多いようです。しかしインフルエンザには注意した

方がよろしいでしょう。例会場での例会久しぶりです

ね。

さて、昨日は第 2770 地区パストガバナーの田中

作次様の 2012～2013 年度の RI会長就任祝賀会が

地区主催でロイヤルパインズホテルで開かれました。

我がクラブから、野原ガバナー補佐と中山幹事と私、

3 人で出席して参りました。田中 RI 会長ノミニーは

今年満 71 歳。八潮 RC の所属です。顔色も血色も良

く、気力、体力ともに満ち溢れ、知力も兼ね備えた質

実剛健な方です。出席者に配布されたパンフの内容を

読むと田中作次様の心情、人生訓が深く理解できま

す。「出来ない理由を探すより、出来る方法を探そう」

「潜在的能力を顕在化するためには、自ら目標を設定

しチャレンジすることが何よりも大事」また、「ウォ

ールマートの創業社長の 8 つの目標」等が載ってい

ます。本日、「ロータリー・クラブ強化のヒント」と

共に皆様のお手元にコピーの資料が渡っていますの

で、これからの人生、また、ロータリーライフの参考

にしていただけたらと思います。

国際奉仕部門委員長  小池 智修

今日の例会は国際奉仕部門の担当例会です。小

池部門委員長さんから姉妹クラブの蔚山第一 RC

（韓国）の近況や世界国際奉仕についてのお話を

いただけるとの事です。楽しみにしております。

宜しくお願いします。

■ゲスト紹介

米山奨学生

チャイウット・マユリー様

11 月の晴天の日に突然Ｋ

ＢＳニュースで北朝鮮が延坪

島（ヨンピョンド）に砲撃をした

と流れました。それから一日

中連日砲撃の様子を伝えて

いました。私が 11 月 20 日に

釜山の金海空港に降りた翌々日の 11 月 23 日午後 4



月日 会員総数 出席 欠席 出席率

12/ 7 1８ 15 3 83.33％

うござ      ◆片山 金次郎会員

  久しぶりの例会です。12 月師走に入りましたが

皆様体調はいかがですか？伊藤さん、中村さん、お

揃いで出席いただきありがとうございます。

◇中山 祐太郎会員

  本日もよろしくお願いいたします。昨日、田中作

次 RI 会長ノミニーの就任祝賀会に出席してきまし

た。記念写真も撮りました。

◆秋本 昌治会員

本年私は、会社社長 30 周年になりました。11

月には母の一周忌も済ませました。月日の速さに驚

かされます。

◇伊藤 操会員

  今日一日、よろしくお願いします。

◆内木 滋郎会員

  師走も一週間過ぎました。やや温暖で酒づくりに

苦労しています。お陰さまでさいたま市民が選ぶ景

観 100 選に当社が選定されました。古に歴史的な

建物維持することは大変です。本日通院の為早退さ

せていただきます。

◇小池 智修会員

  マユリーさん、ようこそ。朝鮮半島は大変ですね。

日本も大変、みんな大変です。来年は小変ぐらいに

してもらいたいです。

◆田中 修会員

  今日は大雪です。今晩より寒さが厳しくなるよう

です。健康に注意しましょう。

◇寺沢 良治会員

  本日もよろしくお願いいたします。

◆内藤 憲会員

  本日もよろしくお願いいたします。

◇中村 芳彦会員

  2 回目の参加となりますが、よろしくお願いいた

します。

◆野原 哲夫会員

  11 月 18 日から 23 日まで大宮シティ RC の

方々とカンボジアに行き大宮シティ RC が建てた

2 つの学校の訪問と寄付した井戸を確認してきま

した。素晴らしい国際事業を体験できました。

◇本多 正和会員

  本日もよろしくお願いいたします。

◆三上 等会員

本日もよろしくお願いします。

12/ 7 23,000 円 累計  433,000 円

■スマイル報告

■出席報告

時頃でした。当日は南浦洞でショッピングをして早めの

夕食を広安里でタコ料理を食していた頃です。こんな

身近で紛争が起きるとは予想だにもしていませんでし

た。日本でも尖閣諸島で中国漁船とのトラブルやまだ

まだ国際紛争の種は世界中にあるでしょう。

さて本日は国際奉仕部門の中でも特に私の係わっ

ていたＷＣＳ(ﾜｰﾙﾄﾞ･ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ)の思い出話しをし

たいと思います。

平成 13 年 2 月、バングラデシュ ロータリー・ベタギ

ュニオンハイスクール視察に行った時の話です。地区

は長年ネパール・バングラデシュに WCS 支援事業活

動をしてきました。地区、クラブ単位、個人、一般市民

から両国への支援金額は総額 100 余万ドルにのぼり

ます。成田からタイ首都バンコク経由で首都ダッカまで

空路 3 時間ぐらい、ダッカから第 2 の首都チッタゴンま

で空路 1 時間 30 分、空港から車で 1 時間余の寒村ベ

タギに着きます。地区では学童が千人規模で学べる

校舎を完成させました。より多くの児童に勉強の機会

をと奨学里親制度を導入しました。この事業の橋渡し

役は元米山奨学生 元 NHK ベンガル語アナウンサー

EA チョウドリ氏でした。地区としては寺子屋運動・書き

損じはがき回収・里親制度等の地区誘導型の支援活

動を続け目的を達成しました。今後は各クラブの独立

性を尊重し自主的な海外奉仕活動をするための情報

提供とアドバイスに専念する方針だそうです。（私が地

区委員長の時点です）

WCS 活動の本来の目的は国際間の理解と親善を

深めるために人道的、技術的、経済物質的援助活動

を行い、世界平和を推進する役割です。安価な同情に

依り援助のばらまきや押しつけを慎み、周知な政策対

話を通じて援助国の主体性を尊重し、要請主義を徹

底して優先度と発展効果の高いプロジェクトに支援す

べきだと思います。当時のバングラデシュは、日本の

国土の 38％に人口 1 億 3000 万人以上を抱え識字率

は 15～29 歳男女平均 47％、就学率は初等 72％、中

等 19％、高等 4％、GDP362 ドル、缶ジュース 1 本が一

家の 1 日の生活費だそうです。東南アジアで最も貧困

な国家です。首都ダッカの空港でさえ、ガラスにハエが

止まるごとくイモリがべたっとくっついているように人間

の顔・顔・顔です。一歩外へ出ると子ども達が集まって

きてお金をせがむのです。道路はガタガタ、ウシや子

どもも垂れ流し、緑色のコケの生えた沼地で女性が長

い髪を洗っています。街中は車の排気ガスで一年中

曇ったようでマスクなしでは出られません。小さなミゼ

ットのような車に乗れるだけ人を乗せて、フルスピード

で煙をもんもんとはいて走っているのです。鳥も見当

たりません。食べるものがないのでしょう。百聞は一見

に如かずとは良くも言ったものです。自分の目でこの

光景を見た時にあ～あ日本に生れてつくづく良かった

なぁと思いました。この度野原ガバナー補佐がチッタゴ

ンのペタギュニオンハイスクールに視察に行くと聞きま

したが、また是非先方の現状を報告して下さい。私が

訪問した時点より少しでも良くなっていることを祈って

います。              合掌


