『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world
ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦
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幹事報告

平成 27 年 9 月 24 日（木） 例会
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「四つのテスト」

会員出席報告
本 日

神谷

直 親睦委員

会 員 数

出 席

２５名

２２名

前々回(9 月 3 日)欠席 3 名
欠席者：髙木会員

欠 席
３名
Make up 0 名

出 席 率
９５．６５％
１００％

お客様紹介

市 川

功 一 会 長

平山

正義

横山
丁

芳春
中斐

様（ゲストスピーカー・
横浜戸塚 RC）
様（川崎北 RC）
君（米山奨学生）

奨学金贈呈

会田

公雄 幹事（10 月１日）

１．地区からの来信
①地区大会記念ゴルフ大会の組合せ表が届きました。
ご参加の山本樣、小泉様にお渡し致します。
②地区大会記念ポリオ撲滅チャリティディナーパー
ティのご案内がきております。再度
日時：10月26日(金) 18：00～
場所：横浜ロイヤルパークホテル
※参加ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。
（現在、7名の申込）
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎大師RC
10月14日(水) 職場訪問：南本牧埠頭
移動例会:横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ68F「皇苑」
●新川崎RC
10月21日(水) 職場訪問:羽田ｸﾛﾉｹﾞｰﾄ
移動例会:川崎ﾀﾞｲｽ「煌蘭」点鐘17：30
11月11日⇒14日(土) 地区大会参加 移動例会
●川崎RC
10月29日(木) 休会
３．他クラブ会報の回覧

新川崎RC

４．次週 10月8日(木) は、定例早朝例会です。
ホテル精養軒にて 点鐘7：30
お間違えのないようご出席下さい。
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話

「ネパール国スリ・ジャナタ小学校
給食費他支援活動報告」
正義 様（横浜戸塚 RC）

本日は標記支援活動報告
と今後の活動内容等につい
１．理事会報告
てお話しさせていただきま
す。昨年９月に小学校を訪
２．川崎西 RC より、創立 50 周年記念式典･祝賀会の案
問し、支援金を届けてまい
内状が届いております。
りました。そのときの様子
日時：平成 27 年 12 月 18 日(金) 14：30～
をご報告します。また、給
場所：ホテルＫＳＰ
食費他の支援以外では、写
※小泉正博ガバナー補佐、会長・幹事の３名で
真にもありますとおり屋根の修理と女子トイレの設置
出席して参ります。
が緊急の課題であることも分かりました。この支援活動
３．ふるさと川崎まちづくり運動会長斎藤文夫様より、
は３年目を迎えております。皆様のご支援・ご協力いた
「平成 27 年度第 14 回世界平和祈りの集い」 のご
だければと思いお話しさせていただきます。
案内が届いております。
■ 活動の発端
日時：平成 27 年 10 月 24 日(土)9：00～13：00
当クラブでは、２０１１年に米山奨学生としてバス
会場：川崎大師平間寺 信徒会館
ネット・エソダさんを受け入れました。エソダさん
に２回目の卓話をお願いした際、家族やご主人と共
にスリ・ジャナタ小学校の給食費他の支援をしてい
ることを知りました。エソダさんとしては、ロータ

会長報告

市川

功一 会長（10 月１日）

リークラブの「奉仕の精神」に触れるうちに、自分
でもできる範囲の奉仕をやろうと決心したそうで
す。その話を聞き、理事会にてクラブとしても応援
すべきであると決定し支援金を送りました。
■活動の展開
その後、横浜戸塚中央クラブにも伺ってエソダさん
の卓話を通し、支援金のお願いをしたところ快く応
じて頂けました。同時に、２５９０地区の金子厚一
国際奉仕委員長のお骨折りで、地区内の他の７クラ
ブにもエソダさんの「卓話」＋私やクラブの伊東亨
国際奉仕委員長の「協賛のお願い」のキャラバンを
行なうことができました。その結果、１０クラブか
ら合計６２１,０００円の協賛を頂くことができま
した。ここまでを第１の事業としました。
（２７年
４月末現在）
第１事業だけでは十分な資金とはいえないこと
から、第２の事業として、２０１５年度の地区補助
金に応募することにしました。応募の条件が「持続
可能な支援」とすること、「広く効果が見られる」
こと、必要な「報告がなされること」などからクラ
ブ内で何度も協議して、単なる給食費（年間で児童
２３０人の給食材料費が計９０,０００円）支援で
なく、畑を借りて給食に使える材料を育て、地域の
人の力を借りて管理し、児童の教材や教育プログラ
ムにもしつつ体力の向上につながる野菜を栽培に
するための資金援助と位置付けて応募しましたと
ころ、先日地区補助金の認証をいただくことができ
ました。
■ネパール訪問
①学校訪問
こうした支援は、単にお金を送ることが目的ではあ
りませんので、支援先の場所や人の顔が見えたほうが
良いことから９月にエソダさんの案内で、当クラブか
ら会員・事務局５人、近隣の横浜戸塚東クラブから会
員・事務局とその家族４人、横浜西クラブ１人の計１
１人で学校訪問を行ないました。全校児童２３０名、
先生方・地域の方々から想像もできないくらいの大歓
迎を受けました。子供たちの愛らしい踊りや感謝状も
いただきましたが、何よりの歓迎は一人ひとりの澄ん
だ瞳とその目の輝きでした。
現地に来なければ分からない今回の支援の価値の大
きさを実感しました。そして、本当に喜んで頂いてい
る姿を見ることができて、参加者一同大変感激しまし
た。
校長先生の歓迎の挨拶の後で訪問の挨拶をしました
が、めったにない機会だと思い「ロータリーとは何か」
を炎天下で聞いている子供たちに話してしまい、かわ
いそうなことをしました。
また、今回の支援金は近隣クラブや２５９０地区の
貴重なお金を使った活動ですから、お互い責任を持っ
て交流することができるように「覚書」を交わすこと
にして、当日署名し交換しました。
子供たちには全員分のノートやお菓子、サッカーボ
ール等多くのおみやげを渡して喜んでもらいましたし、
野菜畑に掲げる「看板」も日本で作って持って行きま
した。
② 観光の様子
山と神々の国ネパールは魅力いっぱいの観光地でも
あります。ネパールのスイスと呼ばれる「ポカラ」の
ホテルからはマチャプチャレやアンナプルナ、ダウラ

ギリを望めます。
ボダナートにあるネパール最大のストゥーバ（仏塔）
は人の顔（目）をかたどった建物で、チベット仏教
の一大巡礼地として信者と観光客で賑わっています。
エベレストを見るための周遊フライトも特筆すべき
内容でした。２０人乗りのプロペラ機で片側に一人ずつ座
り片道３０分間世界の屋根を鑑賞します。ハイライ
トはエベレスト山で､山が見えてくると一人ずつコクピッ
トに行き眺めることができ本当に感激しました。
また、パティシュティナートは、ガンジス河の支流
のほとりにあり、インド亜大陸にある４大シバ神を
祭るネパール最大のヒンズー教の大寺院で多くの
巡礼者が訪れます。ここでは毎日、死者の火葬が行
なわれています。牛や猿や鹿や鳩も人間と同じ動物
らしく、多くの獣が徘徊していますが、その臭いと
人を焼く臭いと煙が充満し、満員電車並みの観光客
の数も手伝って、充分すぎるほどの「カルチャーシ
ョック」間違いなしです。
その他、世界遺産となっている中世から続く３大王国
の美しい宮殿や寺院等も現在も使われる現役の建物で、
タイムスリップしたような不思議な感覚になります。
■今後の課題
実は、スリ・ジャナタ小学校の支援は給食の継続と同
時に、穴の開いたトタン屋根の補修及び恒久的な屋根
の建設と女子トイレの設置が要望されています。こち
らについては、当初から横浜本牧ロータリークラブが
取り組んでいただいています。現地の実情に合わせた
効果的な支援が実を結ぶことを願っています。
事業の種類
・第１の事業
横浜戸塚ロータリークラブが提唱し２０１４年か
ら開始した支援事業で、国際ロータリー２５９０地
区内でこれらの支援内容に賛同する複数のクラブ
の協賛金で行なわれる事業
・第２の事業
第１の事業を発展させたもので、国際ロータリー第
２５９０地区の２０１４－２０１５年度の未来の
夢計画に基づく「地区補助金」とそれに連動して支
払われる横浜戸塚ロータリークラブの国際奉仕委
員会の予算で構成した事業
事業の実績（平成２７年４月末日現在）
第１の事業（合計 ６２１,０００円）
１．横浜戸塚ＲＣ
１０万円
２．横浜戸塚中央ＲＣ １０万円
３．川崎中央ＲＣ
５万円
４．新横浜ＲＣ
５万円
５．川崎幸ＲＣ
５万円
６．横浜泉ＲＣ
５万円
７．横浜磯子ＲＣ
２万１千円
８．横浜戸塚東ＲＣ
５万円
９．横浜本郷ＲＣ
１０万円
10．横浜泉ＲＣ
５万円
第２の事業（合計 ３８２，５００円）
１．地区補助金 ３０００ドル＝３０６,０００円
２．横浜戸塚ＲＣ国際奉仕委員会 ７６,５００円
合計

１,００３,５００円

■訪問の様子

ナマステ！
（大歓迎）

崖地に建つ校舎

感謝状いただく

覚書の交換

看板の設置

子どもたちにお土産を渡す

トウモロコシの粉に砂糖と水の給食

カトマンズミッドタウン RC の皆さんと

エベレスト遊覧飛行

ニコニコ報告

神谷

直 親睦委員

平山 正義 様（横浜戸塚 RC）
戸塚からまいりました。
本日は卓話よろしくお願いします。
横山 芳春 様（川崎北 RC）
お世話になります。
市川 功一 会長 会田 公雄 幹事
昨日で「シルバーウィーク」が終わりましたが皆様
はいかがお過ごしになりましたか？ 道路もだいぶ
混んでいたので一定の経済効果はあったと思います。
今日は横浜戸塚 RC の平山様、ネパールでの支援活動
についてのお話しよろしくお願いいたします。

パタンのダルバール広場

子どもたちの
トイレ。
ウンチが見えます。
女の子は恥ずかしく
てできません。
膀胱炎になる子も
います。

山田 一之 会員
平山さん、お忙しいところ有難うございます。
私の体調が良ければ又ドイツへ行きたいものです。
楽しい仕事とうまいビールを飲みたいものですね。
よろしくお願い致します。
小林 正樹 会員
横山さん、ようこそ！
いつも、いつもお世話になります。
都倉 八重子 会員増強委員長
お知らせです。今度テレビ番組に出演いたします。
戸張さんと川崎北の帯谷さんにも生徒役で出演して
いただきました。今回はアップで写りますので、会
員増強委員長として本日のようにロータリーバッチ
を付けて出演しています。皆様忘れないうちに録画
のセット予約をしてみてくださいね！
ＳＡＡ一同
健康寿命とは介護や医療を必要とせず、自立して日常
生活が送れる人。今年度日本が世界一になったそうです。
ちなみに日本男性の健康寿命は 71.1 歳で、女性は 75.6 歳
だそうです。「元気で長生き」これからも世界一で頑張ろう。
親睦委員会一同
連休が続くのも考えものですね。また仕事のペースを取り
戻したいです。
「みんなニコニコ」
鈴木 次男 会員・山本
剛 会員・小泉 正博 会員
島田 叔昌 会員・田辺 清夫 会員・若狭 滋則 会員
徳安 久是 会員・工藤 和弘 会員・古越 孝男 会員
ニコニコボックス
記念日ニコニコ

穴の開いたトタン屋根。
雨の日は雨漏りです。

本日
本日

18,000 円 累計
0 円 累計

次回 １０月 ８日の卓話予定
米山奨学生 丁 中斐君

203,000 円
25,000 円

