
ニコニコ箱メッセージ（敬称略） 

＊原田さんに卓話をいただいて          平尾公介                     

ニコニコ箱 合計 ￥10,000 累計  ￥891,491 

○本日の配布物 

・稲田義治会員名簿シール 

〇本日の回覧物 

①12-13年度ロータリー手帳希望確認表 

②ロータリーカードのご案内 

〇地区行事等出席報告 

2/8子ども110番安全外灯贈呈式 山口(伊)、初木、日野 

2/9 RI2660地区DDFシェア会議            初木 

2/14 幹事会                       初木 

○地区行事等出席予定 

2/18 米山奨学ふれあいスピーチコンテスト     森 

3/17 職業奉仕本・次年度委員長会議 

                           畠仲、中村       
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第１８０２回例会出席報告（２月８日） 

総会員数 出席者 出席率 

５６名 ３７名 ７４．００％ 

第１７9９回 例会補正後 出席率 ８３．６７％ 

   メーク ６名   欠席 ７名    除外 ８名 

 

＜ ミュージックバトル ＞ 
主催：エフエムひらかた・枚方市文化国際財団 

ミュージックバトルとは― 

 音楽に情熱を注ぐ若者から中高年の方々まで地域内

のアマチュアミュージシャンが幅広く自由に参加して頂

ける音楽イベントとして、また地域の皆様に愛される音

楽イベントとして今年で６年目を迎える。当クラブはこの

企画に賛同し、ミュージックバトルスポットＣＭ特別企画

に本年度も参画。 

＜ＣＭ放送日程＞ 

ＦＭひらかた７７.９ＭＨ２ 

2月3日（金）～3月2日（金）31日間 

  月曜日  10:59 12:29 17:59 18:59 

  火曜日    8:29 13:29 14:29 18:29 

  水曜日     7:29 11:59 16:29 18:29 

  木曜日    7:29  9:29  16:29 17:29 

  金曜日     10:29 11:59  17:29 18:29 

  土曜日    11:29 15:29  16:29  18:29 

  日曜日     7:59 11:59  15:59 17:29 

 

  ＣＭ応援メッセージは下記のとおり 

   『くずはロータリークラブは 

      ミュージックバトルを応援しています』 

＜新世代奉仕委員会＞ 

子ども１１０番安全外灯贈呈式 

2012年2月8日(水)１４：００～  

於：枚方市役所別館4F市長公室 

 竹内枚方市長、南部教育長をはじめ幹部の方々の

同席のもと枚方ＲＣ、くずはＲＣ合同による贈呈式が挙

行されました。各クラブ50本づつ計100本を贈呈し、市

長より感謝状を頂きました。 

今日の歌♪ 

 「我等の生業」 

我等の生業さまざまなれど 

 集いて図る心は一つ 

求むるところは平和親睦 

（やわらぎむつび） 

 力むるところは向上奉仕 

おお ロータリーアン  

 我等の集い 

 

今後の予定： 

2/22 

（水） 

・外部卓話 

「相続‥それとも、 

 争族!?」 

講師 藤岡諭 様 

紹介者嶋田愛親会員 

2/29 

（水） 

・卓話 

 橘 喜久夫会員 

3/7 

（水） 

・卓話「識字率向上 

 月間に因んで」 

 國田欣吾委員長 

・定例理事会 

  

3/14 

（水） 

・卓話 中村雄策会員 

・被選理事会及び予

定者クラブ協議会 
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▲元明天皇、新京造営の詔を出す(708)▲清原夏野ら養老律令の注釈書「令

義解」完成(833)▲藤原清衡が平泉に中尊寺を建立(1105)▲猿若（中村）勘三

郎が猿若座（のちの中村座）を興し、歌舞伎興行を行う （江戸歌舞伎のはじ

め）(1624)▲オーストリアとプロシアの７年戦争終結(1763)▲西郷隆盛が挙兵し

鹿児島を出発。西南戦争始まる(1877)▲徳富蘇峰が「国民之友」を創刊(1887)

▲全日本スキー連盟創立(1925)▲日本軍がシンガポールを占領、ジャワ攻略

作戦、開始(1942)▲世界最初の真空管電子計算機の完成式(1946)▲婦人警

官、誕生(1947)▲初の人間国宝指定(1955)▲東京・日劇ミュージックホールの

さよなら公演。半世紀の歴史を閉じる(1981)▲国際科学技術財団が創設した

顕彰事業、第１回日本国際賞、決定(1985)▲フィリピン大統領選挙開票結果に

50万人抗議(1986)▲長野冬季五輪、ジャンプ・ラージヒル 船木「金」 原田

「銅」。 スピード男子千 清水２個目のメダル「銅」(1998)  

第１８０３回例会プログラム 
 ２０１２年２月１５日（水） くずはゴルフ場 ３F 

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 

 「我等の生業」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 

●委員会報告  

 ・出席状況報告・他 

●3分間スピーチ 

  中谷 賀久 会員 

●卓話 「老人ホームの選び方」 

   田中 一眞 会員 

●その他  

 ・ニコニコBOX報告 

●13:30 閉会の点鐘 

 

 

月 日 3分間ｽﾋﾟｰﾁ 

２ 

２２  

２９ 西田会員 

3 

７ 岡山会員 

１４ 重田会員 

２１ 嶋田会員 

２８ 嶋中会員 

  

 ２月の花「ムラサキハナナ 」 

 花言葉：知恵の泉 
 

 ムラサキハナナには、流通する名前が「オオアラセイト

ウ（大紫羅欄花）」「ショカツサイ（諸葛菜）」「ハナダイコン

（花大根）」「シキンソウ（紫金草）」ほか多くあります。名前

の「ムラサキハナナ（紫花菜）」は黄色のハナナ（菜の花）

に対して、紫色の菜の花からとされます。 

 



会長の時間 
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卓話「タイ北部の今と、子供たち」 

 ―ワーヴィ村アカ族寄宿舎 

  「夢の家」の識字向上支援 ― 

3360地区チェンライRC原田義之様    

 昨年１１月下旬に、貴クラブ西田会員と

社員の方々がワーヴィ村アカ族子供寮

「夢の家」に炊き出しに来てくれました。

自分たちも「ヤオ族」だとか、社名を取っ

て「ラシ族」だとか、冗談を飛ばしながら

心温まる奉仕をして頂きました。山の子

供たちが滅多に食することのない「肉入

りカレーの炊き出し」でした。更なる「多

額の支援金」に、子供たちは心からのお

礼を言っていました。管理人のアリヤさ

んも私も、ただただ感謝の念で一杯で

す。西田会員、ありがとうございました。 

 そして私はこの一年、新しい挑戦を始

めています。それはこの「夢の家」子供

寮に「生活サイクル」の構築を目指し、畑

と家畜飼育施設を作りました。ノーベル

平和賞受賞者のモハマッド・ユヌス氏

は、こう言っています。貧困者への最良

最善な奉仕は「生活サイクル」の提供で

あると。私なりの、彼の言葉に沿った行

動なのです。その資金の一部に、前回

皆様にたくさん購入して頂きました著書

代金と卓話謝礼金を当てました。いつの

日にか私が山に行けなくなっても、この

「生活サイクル」が子供たちの学習環境

の礎になることでしょう。 

 このワーヴィー村の寄宿舎で中学まで

終え、チェンライの町の高校に通ったア

カ族の子供がいます。チェンライの町の

寄宿舎で３年高校生活を過ごし、この春

に卒業です。すでに大学合格を決め

た、ドゥアンチャイさんとアーリーさんで

 本日は３３６０地区タイ国チェンライ

RCの原田義之様を迎え、卓話を承る

ことになっており、楽しみに期待してお

ります。 

 次に、ポリオ撲滅の運動について申

し述べます。ロータリーがポリオ撲滅活

動を始めた1985年から現在までに、総

額10億ドル以上を寄付してきました。  

 1988年、世界保健機関（WHO）、ユ

ニセフ、米国疾病対策センターが、世

界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）の主導

団体として、ロータリーの取り組みに加

わり、またゲイツ財団が2007年にポリオ

撲滅を目的としてロータリーに1億ドル

さらには2009年にこの額を3億5,500万

ドルに引き上げました。ゲイツ財団から

のこの補助金に応え、ロータリーは

2012年6月30日までに2億ドルを独自

に募金してポリオ撲滅に寄付すること

を約束しました。そしてこの「ロータリー

2億ドルのチャンレジ」の目標額2億ド

ルをついに達成しました。（1月17日現

在の募金総額は2億260万ドル） 

 1988年以来、ポリオの発症数は99％

減少し、年間35万件だった当初と比

べ、2011年にはわずか650件となりまし

た。最近までポリオウィルスの温床と

なっていたインドで、1年間、ポリオの

新たな感染がゼロとなり、着実に進捗

したことになります。今後ともこの件に

つきましては関心は失うことなく、万一

急変する様なことがありましたら、今一

度協力の必要も生じましょうから、その

節は何卒よろしくお願い申しあげま

す。 
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す。しかし大学進学は、今のところ困難

です。授業費は奨学資金で、住まいは

大学の寮で過ごすにしても、生活費（食

事代、生活用品代、文房具費として月

額３，０００バーツ＝７、５００円）のメドが

立ちません。私は今、別のNPOに二人

の「足長おじさん」を依頼しています。タ

イの入学は５月です。まだ彼女たちに

は、私に一類の望みを託しています。 

 私はこのタイ北部、ラオス、ミャンマー、

タイの国境で、山岳民族の子供たちと貧

困の存在を知りました。その子供たちが

私に「自分だけが幸せな人生で良い

の？」と、問いかけたのです。そこで、先

進国・日本に生まれ幸せに６８年間生き

て来れたことの感謝の気持を、私の後半

人生で「このアカ族の子供たちの識字向

上奉仕」で形にすべく、生涯現役に挑戦

中です。２月２６日より今期最後のダムロ

ン高校での教鞭を兼ねて、また週末に

はワヴィー村に入ります。 

 くずはロータリークラブの皆様が、クラ

ブ活動の本分でもあります国際奉仕へ

強い関心を持たれていることに敬意を

表します。その表れの一つとして、現地

に身を移し国際奉仕をし続けているこの

私の活動の一端を、皆様にお聞き頂け

たことを嬉しく思います。 

 貴クラブの今年度のテーマが「貴方が

動けば、何かが変わる」です。素晴らし

いテーマだと私は実感しております。ど

うか皆様におかれましても、引き続き奉

仕に向けての行動をされんことをご期待

申し上げ、私の卓話とさせて頂きます。 

      アカ族ワーヴィ村                     アカ族の子ども達                      「夢の家」にて  

    食堂にて西田会員と共に食した所      「夢の家」男子寮、共同正解で唯一の憩いの場         図書に見入る子ども達 

        畑ができた！          ドゥアンチャイさんとアーリーさん母親への識字を！ 

  山口会長より本年度支援金を授与 


