
例会プログラム   

・開会点鐘           

・友情と親睦の握手 

・本日の歌 「仰げば尊し」 

・お客様の紹介      

・会長の時間 

・幹事報告 

・委員会報告 

 出席状況報告ほか 

・3分間スピーチ 

   長村修治 会員 

・卓話 「刑事政策よもやま話」 

     大橋智洋 会員            

・その他 ニコニコBOX報告 

・閉会点鐘    

・本日の会合（敬称略・順不同） 

＜被選理事会/予定者ｸﾗﾌﾞ協議会＞ 

上山、小北、畠仲、山口尚志、三木 

田中一眞、髙島、川島、 源本、原 

稲田、白井、岩本、中野、岡山、初木 

日野、林、山本、田中商人、久保 

原田、宮田 
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会長 小北英夫  直前会長 原田武夫  会長エレクト 上山芳次  副会長 山口尚志  幹事 米田 勉   

       SAA 稲田義治  会計 多田利生  理事（長期計画）岩本昌治  理事（職業奉仕）橘喜久夫   

        理事（青少年奉仕）粟津直晶    理事（社会奉仕）源本将人  理事（国際奉仕）木﨑信也  

「仲間と共に～       ～」 

  

国際ロータリーテーマ 

 

2015～16年度 クラブテーマ 

 

 
 

 

第１９９２回 例会 於：くずはゴルフ場 

 

３月２３日（水） 

定款により休会 

 

次回の例会は 

３月３０日（水） 

12:50～   

  

 ＊3分間ｽﾋﾟｰﾁ 原正和会員 

 ＊卓 話   山中卓 会員 

 

 ＊第１回ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰ実行委員会 

  １７時～木曽路枚方店 

 

 ＊第３回会員研修会 

  １８時～木曽路枚方店      

  

本日の歌♪ 

「仰げば尊し」 

仰げば尊しわが師の恩 

教えの庭にも  

はやいくとせ 

おもえば 

いと疾し（とし） 

このとし月 

いまこそ別れめ  

いざさらば 

３月 水と衛生月間 

 

15-16年度ロータリーデーのご案内  

201６年３月２６日(土) 於：ホテルアゴーラ大阪守口  

＜プログラム＞ 

 １３：００ 受付 

 １３：３０ 開会式 

 １４：００ 基調講演 

      「変革を起こしたテーマパーク」 

       講師 中道 浩 氏 

 １５：３０ 閉会式 

 １６：３０ 交流会 

― ホテルアゴーラ大阪守口  ― 
 〒570-0038 守口市河原町10番5号 TEL０６－６９９３－０１０７   

京阪電車守口市駅下車東口より徒歩5分 

※3月26日(土)は全会員で出席しましょう！ 

＜講師紹介＞中道 浩 氏 

 

・USJを軌跡の回復に導いた主要 

ﾒﾝﾊﾞｰの一人。開業まもない頃不 

祥事続きのUSJの人事部門に参画 

最終職位は特命顧問。現在は一般 

財団法人雇用開発センターの理事。 

くずはRCホームページ 

会員専用ページ 

   ユーザー名  kuzuha-rc  

   パスワード   kaiinpass 

重要書類の閲覧・書式等の 

入手はここで！ 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 

 



 

会長の時間 

 皆さん、こんにちは。 

今週3月11日は東日本大震災があった日で、5年が経ちました。いまだに18万人の方が避難

されています。早く復興され、元気になって頂きたいと思います。 

 さて、ロータリーには5大奉仕というのがあります。その一つに国際理解や親善、平和を推進

するためにロータリアンが行う国際奉仕があります。本日お越し頂きましたタイ国チェンライRC 

原田義之さんは、2008年からタイ国ダムロン高校の日本語や日本文化の教師をしながら、少

数民族アカ族の、特に子ども達の識字率向上支援活動をされています。 

 アカ族は、タイ国チェンライ近くからミャンマーやラオスの国境付近に住む少数民族で、貧しく親の収入では小学

校に通えない子ども達が多くいます。伝統の焼き畑農業は制限されているため、町で働くしかありません。しかし、

識字率が低いため給料は安く、麻薬の運び屋や売春に手を出す人も多いようです。原田さんは学校に通えない子

ども達のためにアカ族子ども寮「夢の家」を建設したほか、女性の地位向上や大人の識字率改善にも取り組んでお

られます。くずはRCは2011年に原田さんを外部卓話講師としてお招きし、それ以降、毎年アカ族の支援を行って

います。本日はその報告をして頂きますが、原田さんは御自身の生涯をアカ族の子ども達に捧げるとおっしゃって

います。くずはRCの国際奉仕、アカ族の子ども達の輝く瞳をみるため、深く理解していただければと幸いです。 

 以上で会長の時間をおわります。ありがとうございました。 

 

３分間スピーチ「お彼岸の話」 初木賢司 会員 

【今年の彼岸】春の彼岸 彼岸入り３月１７日（木）～彼岸明け３月２３日（水） 中日３月２０日 

         秋の彼岸 彼岸入り９月１９日（月）～彼岸明け９月２５日（日） 中日９月２２日 

【彼岸と行事】   

 彼岸は、仏教行事であるのですが、日本独特の行事でほかの仏教国には無いそうです。因

みに、「彼岸」と言った場合、春の彼岸を指すそうです。秋の彼岸は「秋彼岸」や「後の彼岸」と

言うのが本当です。彼岸は仏教用語で、煩悩に満ちた世界「此岸（しがん）」から解脱した悟り

の世界、涅槃を指した「到彼岸（とうひがん）」のことだそうです。こちら（此方）の岸とあちら（彼

方）の岸と考えると解りやすいです。煩悩に満ちたこちらの世界を現世、涅槃の世界を死後の

極楽浄土と考えたことから、亡くなられた先祖たちの霊が住む世界を「彼岸」と考え、江戸時代頃から彼岸に墓参り

に行く風習ができたと言われています。彼岸の時期は、気候的にもよい時期であり、墓参りにかこつけて、野外へ

遊びに出るといった娯楽としての一面もあったと考えられています。また、地方によって若干の違いはありますが、

牡丹餅・おはぎ・団子などをお供えし、家族でこれを食べる風習も残っています。 

【余談】 

 私の職業柄お墓参りには関心がありますが、個人的には酒を飲まない私にとっては少し甘いものに興味を持ちま

すので、牡丹餅について少し余談話をします。ぼた餅は「牡丹餅」、おはぎは「御萩」と書きます。牡丹の花は春に

咲くので、春は牡丹餅。萩の花は、秋に咲くので、御萩餅といいます。牡丹餅もおはぎも同じものなのですが花の

イメージとして、牡丹餅は「こし餡」で、おはぎは「粒餡」だそうですが…。粒餡かこし餡かについては、秋の小豆は

収穫したてで皮が柔らかいので皮ごとの粒餡とし、収穫から日が経って皮が固くなる春には、皮を取り除いたこし餡

としたといわれています。今では、保存技術が向上しましたので、春でもおいしい粒餡の牡丹餅が戴けますね。  

【終わりに】  

 牡丹餅等を目当てに、子供さんやお孫さんを連れ出してこの「お彼岸」ご家族一緒にお墓参りをされてはいかが

でしょうか？ご家族みんなで先祖に手を合わす心が大切ですね！先祖様に感謝！ 

  

小北 英夫 会長 

 

 

初木賢司 会員 

（日） 

（木） 



 卓話「北タイ少数民族・アカ族子ども達」 原田 義之 様(ﾁｪﾝﾗｲRC) 

 

１．北タイに住む少数民族 

日本には日本人が住み多くは大和民族です。タイ国にはタイ人が住

み多くはタイ民族です。ところが北タイには少数民族も住んでいま

す。少数民族にはアカ族、モン族、ラフ族など１０種族以上います。

その中のアカ族は百年前から北タイに住み素晴らしい文化と誇りが

あります。  

２．焼畑農業と回遊民族 

 アカ族は８００年前には遠く東北中国に住み焼畑農業で自給自足の生活をしていました。山を焼 

 き肥料を作り耕作します。同じ場所に約３０年。南下移動する回遊民族です。数百年南下を繰り 返し、今から百年ほ 

 ど前に北タイに到達しました。 

３．第二次世界大戦後アカ族はタイ人に 

 今から７０年前に第二次世界大戦が終わり、タイの国を含む東南アジアの国々に国境が出来ました。北タイに住むアカ 

 族はタイ人となり焼畑農業も移動も禁止されました。生活手を奪われ生きる手段として「ケシ」の栽培をしました。 

 またアカ族はアカ語を使い、タイ語は使えません（これを「識字」と言います）タイ語は学ばなければ使えません。彼らが 

 住む国境近くには学校がありません。ですからタイ語を使えないのです。識字率ゼロのアカ族の人達が沢山います。 

４．アカ族は貧困です 

 険しい山を耕しての陸稲米やトウモロコシ栽 

 培で極低所得です。普通のタイの農家収入 

 の５分の１ほどです。だから貧困なのです。 

 少しでも農業収入を上げるため子供が農業 

 を手伝います。それでも平均４．５人の子ども 

 を抱え小学校に通わせることすら困難です。 

 またタイ政府はアカ族の住む山奥まで学校建設はできません。  

５．母国語タイ語は学ばなければ使えません  

 アカ族の若者がタイの社会で生きて行くにはタイ 

 語が使えなければ仕事もできません。幸せにもな 

 れません。だからアカ族の子ども達は学校でタイ 

 語を勉強することが不可欠です。でも学校のある 

 集落まで２０キロ離れています。親から離れ村の子 

 ども寮に住み１０ヶ月間学校に通います。お金が 

 かかります。支援者が見つからない子どもは今でもいます。 

６．「麻薬の運び屋」「身を売られる」「エイズのキャリア」の予備軍に 

 自国の言葉が国民のどのくらい使えるかの割合を「識字率」と言います。タイ国民は９２．８％でありながらアカ族は５６． 

 ４％です。１５，６歳になってもタイ語が使えない子たちは辛い仕事につきます。我慢しきれずに「麻薬の運び屋、未成 

 年売春、エイズキャリヤー」等の「悪の道」に手を染める人が今でもいます。そのいずれも「人類の平和」を阻害していま 

 す。だから彼らが悪いと言うだけで世界は平和になるのでしょうか。 

７．世界の平和はそれらのない社会 

 私は一日本人、一ロータリアンとして８年前から単身北タイに身を移し、私財を以てア 

 カ族子どもたちに「識字率向上支援」を続けています。この子たちを「タイ人としてて恥 

 じない若者にしたい」「子どもたちの将来に希望を持って欲しい」の思いからです。そ 

 の具体的奉仕行動としてアカ族子ども寮「夢の家」「メコーン寮」「若竹寮」「バーン・ 

 センスック寮」の子どもたちへの識字率向上支援です。 

 

本年度の支援金を小北会長より贈呈 

  原田 義之 様 



201６年 ３・４月 

日 月 火 水 木 金 土 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ 

   １２：５０例会        

被選理事会/予定者ｸﾗﾌﾞ

協議会 

   

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

   定款より休会   ロータリーデー      

ﾎｽﾄ 門真RC 

２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ４／１ ２ 

  献血        

牧野市民生涯学

習センター 

１２：５０例会        

ﾛｰﾗﾘｰﾃﾞｰ実行委員会第

3回研修会 

  春季家族例会        

宝塚歌劇 

〒573-1121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: info@kuzuha-rc.jp 

URL:http://www.kuzuha-rc.jp/ 
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   会    長   小北 英夫   

   広報委員長   田中 一眞 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊アカ族子ども達への識字向上の卓話に 

 感動して 

＊3分間ｽﾋﾟｰﾁを終えたよろこびに 

     

     北村  隆 

     初木賢司      

野球同好会からのお知らせ 
 

第３３回全国ロータリークラブ野球大会   

於：阪神甲子園球場 

      ■試 合  2016年５月２8日(土）  

      ■前夜祭  2016年5月27日（金） 

ニコニコ箱 合計 \7, 000 累計 \859,010 

○本日の配布物 

①３月１６日週報 

②卓話資料（大橋会員） 

③MY ROTARY アカウント登録方法 

④新会員名簿用シール 

⑤七つ星歩く会ウォーキングのお誘い 

○本日の回覧物 

①４月例会出席予定表 

○地区行事等出席報告（敬称略） 

3/12 会長エレクトセミナーおよび地区研修セミナー 

                     上山、初木、林、粟津 

○地区行事等出席予定（敬称略）          

3/26 15-16年度ロータリーデー           全会員 

4/9 地区協議会  上山、三木、田中一眞、畠仲、髙島 

           川島、源本、原、稲田、久保、田中商人 

4/16 社会奉仕新旧委員長会議        源本、川島 

5/13 職業奉仕新旧委員長会議        橘、稲田      

第19９1回 例会出席報告（３月9日） 

総会員数 出席者 出席率 

59名 37名 66.71％ 

お客様  原田義之様（ﾁｪﾝﾗｲRC） 

第1988回 例会補正後出席率 77.19％ 

  メーク3名  欠席 13名  除外 2名 

＜大和川・石川クリーン作戦＞ 
2016年3月6日(日) 

地区社会奉仕・RAC事業「クリーンハイク」に参加 


