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『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

●12:40開会点鐘 

●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング  

 「それでこそロータリー」 

●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 

●3分間スピーチ     

    三木 彰 会員 

●卓話「犬の殺処分 

     まど・みちおさんの追悼」 

       田中一眞 会員 

●その他 

 ・ニコニコBOX報告 

●13：30閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜４０周年実行委員会＞ 敬称略 

中野、宮田、山中、小北、山口尚志 

國田、北川、原田、日野、岡山 

源本、畠仲、初木、多田、川島 

稲田 
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3/29 

(土) 

・献血ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

・長尾駅前時計台 

 寄贈式 

4/5 

(土) 

・春季家族例会 
恐竜博物館観覧と料

亭「一乃松」会席料理

ツアー 

4/9 

（水） 

・「ﾛｰﾀﾘｰ雑誌月間 

 に因んで」 

 山本一郎委員長 

・定例理事会 

4/16 

（水） 

・新旧ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問 

  新旧合同ｸﾗﾌﾞ協議会 

・被選理事会 

4/4 

(金) 

・交通安全啓発活動 

 パレード 

4/7 

（月） 

・交通安全啓発活動 

 樟葉駅早朝ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

今日の歌 

「それでこそロータリー」 

どこで会ってもやあと言おうよ 

 見つけた時にゃ 

おいと呼ぼうよ 

遠い時には手を振り合おうよ 

 それでこそ 

ローローロータリー 

今月の予定 

３分間スピーチ 

第１９０３回 例会  

２０１４年３月２６日（水）くずはゴルフ場 

枚方RC・くずはRC 親睦ゴルフ大会 

  2014年3月21日（祝)   於：交野カントリー倶楽部 

 

 

 

 

 

 去る3月21日交野ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部にて合同ゴルフコンペを開催致しま 

した。この日は雨も少し降り雪も舞う非常に寒い日でしたが、枚方 

RCとの交流を楽しくさせて頂き、今後も続けていければと思いま 

した。結果は下記の通りです。  
                 Out In Gross HDCP  Net 
 優勝 知田裕行会員（枚 方） 43 44 87  18.0  69.0 
 ２位 岡山量正会員（くずは） 44 44 88  16.8  71.2 
 ３位 岩本昌治会員（くずは） 48 49 97  25.2  71.8 
 ４位 山口伊太郎会員（くずは）47 48 95  21.6  73.4 
 ５位 吉田 潤 会員（枚 方） 44 42 86  12.0  74.0 
                      



  2月22日の地区大会と、先週の休みで久しぶりの例会と感じます。その間に春がそこまで

やって参りました。桜のつぼみも先にはピンクの花弁がのぞいています。我々の事業も週報の

後ろに記載していますように、献血キャンペーンに始まりまして、長尾駅前時計台寄増式・春の

交通安全・春季家族例会と続いて参ります。ご参加を宜しくお願い申し上げます。 

さて、一昨日の朝、突然の訃報がありました。我々の親クラブであります枚方RC会員、201１～

12年度IM3組ガバナー補佐を務められました三村雄太郎様がご逝去されました。謹んでご冥

福をお祈りいたすところであります。三村さんには青年会議所やPTAでもお世話になりましたし、皆様方も懇意にされ

ておられた方も多いかと思います。大変に寂しい気持ちであります。 

 本日は一年ぶりにRI3660地区タイ国チェンライRC会長の原田義之様を迎えての例会です。2011年よりタイ北部・

チェンライの国立ダムロン高校でボランティア教師をされ、またアカ族の子供寮「ゆめの家」で子供達に“就学支援・識

字率向上”奉仕に、最近では“自活できる生活サイクル”支援にも取り組んでおられます。今日も「輝く瞳に会いに行こ

う －この一年― 」と題して卓話を頂きます。 

 例会受付で親睦委員会よりワカメの配布をして頂きましたが、気仙沼南RCの熊谷信雄会長より創立40周年記念事

業であります気仙沼への支援金の御礼としまして礼状と共に送って頂きました。ご紹介をします。 

【 会長の時間 】 

 ミャンマー、ラオス、そしてタイの国境近く、タイ北部の山岳民族村に我が身を移し、貧困な生活環境

の中にあっても必死に生きるアカ族子供たちへの「識字率向上」奉仕活動をし続けて７年目に入ろうと

しています。その間に「くずはＲＣ」様には、通年に亘り多額なご支援を頂き心より感謝を申し上げま

す。 

 １．「３足のわらじ」を履いての国際奉仕 私の立場は  

 ＲＩ３３６０地区チェンライＲＣ会長、タイ国立ダムロン高校ボランティア日本語教師、タイ国境近くのワ

ヴィ村アカ族子供寮「夢の家」子供たちに対する就学＆識字率向上支援 

 ２．タイ北部の子供たち支援の始まりは 

 今から２１年前、バンコク海外出張中の私に当時所属ロータリークラブ会長予定者からＷＣＳ委員長指名が来ました。ロータ

リー入会5年目でした。折しもホテルのテレビ映像で、バンコクのボランティア団体が北タイ小学校子供達への図書寄贈風景を

映し出していました。その映像を見た私の脳裏に、越後長岡藩「米百俵」の話しが過ぎりました。「そうだ、北タイ子供たちへの

図書寄贈を」と考えました。何故なら当時の私が所属するクラブのＷＣＳ主要事業が、地元国際協会に１０万円を届けること

だったからです。私はこの10万円が北タイでは50万円相当にも、60万円相当にもなる図書を子供たちに届けられると考えたの

です。貧乏でもいい。裸足でも構わない。その子供たちの輝く瞳から科学を、世界を、知識を身に着け、立派な青年になって

欲しいと願ったのです。私は早速北タイ・チェンライに飛び、以来１５年間で３６小学校に図書配布を行いました。  

３．配本１５周年図書支援会場でアカ族青年アリヤ氏との出会い 

 その間に私はアカ族青年・アリヤさんに出会いました。彼は依然日本語通訳で出会ったのです。彼は涙を流しながら私に少

数民族が抱える問題を語り、私に「子供たちを助けて欲しい」と申し出たのです。私は彼から、子供たちが無識字のまま大きく

【外部卓話】輝く瞳に会いに行こう～この一年～ 原田義之様（タイチェンライRC会長） 

拝啓 春暖の候、貴クラブではますますご健勝でロータリー活動にご活躍のこととお喜び申し上げます。私どもも

3月11日の大災害から3年が過ぎ、4年目に入りました。復旧復興はこれからですが、皆様方のご声援とご支援に

支えられ、それらを励みに頑張って参ります。 

 この度は多大なご支援を頂きました。感謝を申し上げます。ありがとうございました。この支援金は市内の小中

学校の子ども達の教育の後方支援に使わせていただきます。各学校の校庭には仮設住宅が建っております。

子ども達は運動が出来ません。運動不足の解消に少しでも役立つように、ティーボールの普及、運動用具の提

供、各種府大会の開催、支援、後援等に使わせて頂きます。全国の皆様のご援助で施設を致しました気仙沼湾

で取れました若布です。作柄は震災前とおなじくらいに回復を致しました。漁民の方々の笑顔が見られます。気

仙沼湾の磯の香りをご賞味ください。                  仙沼南ロータリークラブ 会長 熊谷信雄 



【長尾駅前時計台の寄贈に当って】        北村 隆 会員 

 このたび、長尾駅前時計台の寄贈式が挙行されるに当たり、、昔を振り返り、一言申し述べま

す。 この地には嘗て25年前の故嶋中会長当時、クラブ創立15周年記念を祝し、近隣の案内地図

広告版（縦横2m）を掲出提供いたしました。ところがこの駅前開発に当り、この看板を採り除く必

要に迫られ、そのとき宮田会長が色々とご苦労をされ、駅前完成時には善処方市と約束をして頂

いた旨、報告を受けておりました。歴代会長はじめ会員皆様方の幾多ご苦労の多かった看板のこ

とを想い出し、今後周年行事に際しましても、この件を記憶に残して参りたいと思います。これに

ひきかえ、くずは駅前開発が完了しましたが、ここにご建立されている噴水標は次の通りです。 

  「樟葉之宮」の滝跡地記念碑 

 かつてこの地には枚方くずはロータリークラブの寄贈による樟葉の歴史、文化にちなむ「樟葉之宮」の滝をイメー

ジして作られた水の広場がありました。そして皆様に常の親しまれてきました。この度、広場の改修に伴い新しくなり

ましたが「水」のイメージを継承し、さらに皆様に楽しく利用して頂く為の広場を作りました。 2005年3月枚方市 

なれば、やがて麻薬の運び屋、売春、エイズキャリヤの「悪の予備軍」になる現実を聞かされたのです。アカ族はアカ語を使

い、学ばなければ「母国語の無識字」のまま大人になるからです。彼と共に「アカ族子供たちのために識字向上」を誓いまし

た。 

４．豊田武雄氏の一言を信じて・・・ 

 私は同じチェンライで北タイ山岳民族支援をしていた豊田武雄さんに出会い、彼は「貧困に向かい合い子供たちの目線に

合わせた時、子供たちが奉仕の玉手箱を開けてくれる。その輝きはした者にしか見えない輝きです」と良く話してくれました。 

５．６４歳を迎えた私の一大決心・・・わが身をアカ族支援拠点に移す 

 私はやがて豊田武雄さんの言葉を信じて「奉仕の心を、奉仕を行動で」に舵を取ることにしたのです。64歳の私は現職を引

き、ボランティア日本語教師の資格に挑戦、夜はタイ語教室に通いました。そしてアカ族子供寮「夢の家」最前線の町・チェン

ライにある国立ダムロン高校でボランティア日本語教師を終日しながら、週末にはアカ族ワヴィ村に行き、子供たちに識字率

向上支援を始めたのです。これはまさに「６６歳・新米日本語教師挑戦」でした。 

６．「輝く瞳に会うために」現地でのボランティア教師生活開始 

学校からの報酬を一切絶ち「契約の社会」から「奉仕の人生」に転向し、「奉仕を行動で」と「無欲の奉仕」を実践して6年にな

ります。たった一度の人生に「契約社会の人生」と「奉仕の人生」の、「二味人生」に生きる幸せな生き方を選択したのです。 

７．アカ族子供に対する本格的「識字向上」奉仕活動の始動 

 アカ族とその歴史的背景が、彼ら民族にマイノリティーの影を落としています。そのことがアカ族母親識字率５６％の現実を

生んでいます。ユネスコ２００８年統計によると、識字率５２．６％の課題は婦人の出生数は４人を超え、食料問題を引き起こし

ているのです。世界には多くの低識字率国があります。アカ族成婦人の識字率５６％の問題は人口問題に加え、麻薬、売

春、エイズキャリヤ等の「悪の予備軍」を進行させています。なぜならここは歴史上、そして地勢的に麻薬取引地帯の「ゴール

デン・トライアングル地帯」だからです。 

８．この子らを麻薬、売春、エイズから救うため 

 「悪の予備軍」から救う唯一つの近道は、地道ですが「子供たちに就学と識字向上支援」をすることだと私は言って憚りませ

ん。この輝く瞳のこの子たちを麻薬、売春、エイズキャリヤの「悪の予備軍」にしてはならないのです。その思い一途に今日ま

での6年間支援し続けて参りました。そしてこれからも。 

９．お蔭様で、この一年に「くずはＲＣ」様の支援も受けて 

 私の北タイ国境地帯子供たちの窮状の訴えは多くの方の奉仕の心に支えられました。私はその実現を次の３点の実現に取

り組んでいます。そしてそれえの支援が寄せられました。アカ族村の水支援による人道支援、アカ族子供たちへの識字向上

支援、北タイで日本語を学び日タイ友好を志す子供たちへの教育環境支援 

「くずはＲＣ」様にはこの点での支援を頂きました。学生たちは貴クラブの支援を受けて完成したコンピューター室と３台のコン

ピューターに向かい、まだ見ぬ夢の国・日本についての学習に余念がありません。 

１０．私の生涯奉仕の原点 

 私の奉仕は終わりなく続きます。私の目の前のアカ族子供たちの就学・識字向上のために私にその使命がある限り、「生涯



ニコニコ箱 合計 \20,000 累計 ¥947,800 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊入会記念品をいただいて           金森市造 

＊欠席のお詫びに                 森川正敏 

○本日の配布物 

①3月26日週報 

○本日の回覧物 

①4月出席予定確認表 

②13-14ﾆｺﾆｺｷｬﾝﾌﾟ報告書 

○地区行事等出席報告 

3/19 地区職業奉仕委員会      國田、林宏毅 

○地区行事等出席予定     

3/29 PETS地区合同研修ｾﾐﾅｰ 

               原田、初木、林宏毅、木﨑 

3/29 長尾駅前時計台寄贈式  

4/19 次年度の為の地区協議会 

   原田、岡山、白井、上山、林宏毅、稲田、初木 

   田中、米田、山口尚志、金森 

4/26 社会奉仕新旧委員長会議 

                    木﨑、嶋田、稲田 

5/10 職業奉仕新旧委員長会議・反省会 

                  國田、米田、林宏毅 

 

○メークアップ 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 
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２０１４年３月の 

 ロータリーレート １＄＝１０2円 

 

第１９０２回例会出席報告（３月１９日） 

総会員数 出席者 出席率 

５２名 31名 64.58％ 

第１８９９回 例会補正後 出席率 75.51％ 

   メーク １名  欠席 １２名  除外 ３名 

お客様 原田義之様（ﾁｪﾝﾗｲRC会長） 

                        

＜２０１４ 献血キャンペーン＞ 
３月２９日（土） 

献血キャンペーン 牧野生涯学習市民ｾﾝﾀｰ 

１０：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

牧野生涯学習市民センター 

 

    
 

＜社会奉仕委員会からのおしらせ＞ 

＜２０１４ 春の交通安全運動啓発活動＞ 

＊４月４日(金)１６：００～啓発パレード 

      集合 15:45 枚方ビオルネ付近 

      パレード（約1時間）終了後解散 

   

＊４月７日(月)７：３０～くずは駅早朝キャンペーン 

      集合 くずは駅前ロータリー  

      配布終了後例会場にて反省会 

 ※参加の場合はスタッフジャンパーの着用をお願いします。 この事業はすべてメイク扱いとなります。 

春季家族例会のご案内 

恐竜博物館観覧と料亭「一乃松」会席料理ツアー 

 ■日  時 ： ２０１４年４月５日（土）8:30～18:15           

 ■集合場所： 京阪樟葉駅前 大阪歯科大前 

 ■会  費 ： 会 員7,000円 ご家族 5,000円 

                    小学生以下無料 

 ■申込締切：2014年3月26日（水）到着分           


