
                                                                                          

 

本日の例会（第１６８５回）     ５／１８（水） 

◆ゆったり例会を行います。 

次回の例会（第１６８６回）     ５／２５（水） 

《青少年奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 青少年奉仕委員会委員長  小關  敏光君 

◆スピーカー  国際ロータリー2760 地区青少年奉仕委員長 

              寺田 善雄 様 

◆題   名  「ロータリーの青少年奉仕活動 歴史をふまえて未来へ」  

第１６８４回例会記録     ５／１１（水）雨 

◆司   会 尾關 實津成君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆来 訪 者 米山奨学生 タパ カビタさん 

       半田南 RC 鈴木 宏冶 君 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1682 回例会 

欠席会員数  10 名  欠 席 会 員  7 名中 

出席会員数  27 名  MAKE UP  5 名 

出 席 率  72.97％  出席率訂正  93.75％ 

 

会  長  挨  拶 

                                   会長 加藤 昌之 

長いゴールデンウイークい

かがでしたでしょうか？ 

私は今月末から韓国の世界

大会に行きますので、おとなし

く家で過ごしていました。今マ

スコミでは北朝鮮報道が騒が

しいですが、半島の平和が日本に取って大切な問題です。しかし日本

は韓国ともあまり仲が良くないと報道されています。ほんとでしょう

か？今回の訪問で感じてきたいと思います。 

私は新卒で入社した会社が、韓国人２世が経営する設計事務所でし

た。顧客も韓国の人が多く韓国の家族とも親しくさせて頂きました。 

 

韓国人１世の方から戦中戦後の話はよく聞かされました。その中で４

０年前になりますが、１世のおばあさんの言葉が印象に残っています。 

「韓国人も日本人もない、当時の時代を共に必死に生きてきただけ。

今はとても幸せに生活している。」 

 その時期に別のおばあさんですが、１世のお母さんと話しました 

が、その方は日本語が話せませんでした。お嬢さんが通訳してくれま

したが、自分は貧しい生まれで実は韓国語も書く事が出来ません。そ

んな人たちが結構日本に来ていますと言っていました。当時韓国では

識字率が低かったようです。今では韓国は日本並みになっているよう

です。国際ロータリーでは識字率向上テーマでもあります。 

 さて、ここで本日の話題ですが、ハングル語について話してみた

いと思います。韓国は中国圏ですので昔は漢字が公用文字でした。従

って一部の特権階級しか通用しませんでした。そこで一般人民のため

に、１４４６年に世宗大王が身の危険を顧みず密かに「訓民正音（ふ

んみんじょんうむ；ハングル語）」を開発しました。世界的にも合理的

な言語と評価されています。この辺の話題は韓国ドラマ「大王世宗」

で見ました。しかし、こんなにも便利なものを特権階級の保身の為に、

３代目でこれを廃止してしまいました。 

 それを復活させたのはつい最近です。１８８６年に福沢諭吉の門

下生、井上角五郎が漢字とハングル語を合わせた新聞を発刊したのに

始まります。それから明治時代に韓国を近代化する為に、国民の識字

率向上が不可欠、そこで日本の学者の小倉昌平が１８９７年にハング

ル語と漢字を混ぜたもの公用文字として体系化しました。日本の漢字

とカタカナひらがなの関係と同じです。 

 戦後独立した韓国も北朝鮮もこれを公用文字としましたが、今で

は漢字教育が難しく両国とも全てハングル語になってしまいました。

このように識字率向上に依って両国は目覚ましい発展をしています。 

 互いに憎しみある話題を見つけるのでなく、互いの協力で何を成

し遂げてきたかを話題にするとの方が重要であると思います。その事

を思いながら韓国に行ってきます。 

 

幹 事 報 告 

１．去る４月２４日（日）に行われました地区研修・協議会にご参加

の皆様、大変お疲れ様でした。後程、西脇良一次期会長をはじめ 4

名の方に報告をして頂きます。 

２．本日は、当クラブでこの度お世話をする事になりました米山奨学
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生のタパ カビタさんがご出席されております。後程、ご挨拶を

頂きます。 

３．次回例会（5/18 水）は、ＴＫＰガーデンシティ名古屋の都合に

より、会場が１１階「ビルゴ」へ変更となりますので、よろしく

お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 タパ カビタさんをご紹介する 会員 北村紀子さん 

卓話 

           米山奨学生 タパ カビタさん 

 

 

 

 

 

 

私の名前はタパ カビタです。ネパールから来ました。現在中部大学

国際関係学科研究科博士後期課程２年生で研究のテーマはネパールに

いる未亡人の状況であります。現在、世界間で起きている戦争で未亡

人の率が毎日増加し、沢山の未亡人または家族が貧しくて安定がない

生活を過ごしています。女性の中でも未亡人が最も差別を受けている

ことが現実であります。沢山のレポートや研究は女性に中心して書か

れていますが、未亡人に関して研究やレポートなどがあまりありませ

んので、今まで考えてない方々の注目を集めるためにも未亡人のテー

マを研究として選びました。 

私の興味のところは、社会福祉のため活動をやることです。例えばネ

パール大地震の時や日本九州大地震のとき募金活動にも参加しました。

私一人だけで幸せになっても意味ないと言うことはいつも頭に入れな

がら、今年米山小学生に選ばれてからネパールで貧しい生活している

中学生二人の学費を負担することを決断しました。 

ﾛｰﾀﾘｱﾝﾉﾒﾝ―ﾊﾞとして一つでも社会福祉のため役に立つことが出来た

ら人生の一つの成果となるのではないかなと思っております。 

最後に日本に来て良かったなと思っております。日本で学んだ大事な

言葉は、諦めない、頑張る、我慢、人間関係であります。この四つの

言葉を覚えながらこれからも頑張っていきたいと思っております。 

 

 

 

地区研修・協議会報告 

 

「第 1 分科会」報告 

次期会長  西脇 良一 

 

 

 

 

 

テーマは、「持続可能な地区の輝きを目指して」です。 

２０１６－１７年度服部良男ガバナーの地区方針は、「真のロータリア

ンになろう、ロータリアンを見つけよう」です。ロータリーの使命は、

職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、倫理観と高潔

さを失わず、人々に奉仕し世界理解、親善、平和を推進することです。

我々は、ロータリーのブランドを再認識し、自ら人道的奉仕活動に参

加し、ひとを笑顔にしましょう。ロータリーのブランドを地域の人々

へ伝え、新しいロータリアンを見つけましょう。その為にも MY 

ROTARY に登録し CLUB CENTRAL を使い情報を共有し

FACEBOOK TWITTER 等 オンラインツールとソーシャルメディ

アの活用によりロータリアンの活動の成果を、わかりやすく伝え知っ

てもらいましょう。各ホームクラブにおいて奉仕活動をさらに発展さ

せ、時代のまた地域のニーズに対応して見直しも必要であり、また４

つのテスト、中核的価値観等は変えてはならないものだと思われます。

等と述べられました 

 

「第 4 分科会」報告 社会奉仕部門報告 

次期社会奉仕委員長   西脇 多吉 

  

 

 

 

 

社会奉仕と国際奉仕関連部門は第４分科会で行われました。テーマは

「地域社会・国際社会への奉仕の実践」でした。鈴村次期社会奉仕委

員長は挨拶で各会員がマイロータリーに登録してくださいということ

と、ＩＴ化を各クラブがして、社会奉仕活動が見える様にし、地域社

会にアピールして欲しいとの話でした。鈴木次期国際奉仕委員長はネ

パール支援のお話しでした。杉浦次期社会奉仕副委員長は地区のスリ

ム化でＲＣＣと環境保全を社会奉仕に統合の話を、来期会議の予定は

２回。今回の熊本地震災害支援活動として４月２５日に第２７２０地

区の肥後大津ロータリークラブに協力していただき熊本に支援物資を

届けるとのことでした。 

ＲＣＣと環境保全について説明が有りました。 

「第 4 分科会」国際奉仕部門報告 



次期国際奉仕委員長  近藤 朗 

 

 

 

 

 

第４分科会は、社会奉仕、国際奉仕の両委員会の委員が参加しました。

うち、国際奉仕の関係では、次期国際奉仕委員長 鈴木宏司氏が、「ネ

パールへのグローバル補助金」等について、説明されました。 

また、次期地区国際奉仕副委員長山田拓氏は、補助金には財団補助金

とグローバル補助金があること、グローバル補助金の方には余裕があ

り、受付時期に制限もないので、積極的に遣って欲しいということを

述べられました。一例として名古屋東ロータリーのインドのムンバイ

の側のプネーでｅタブレットを２００台、６つの学校に寄付したこと

が報告されました。 

加えて、当クラブの横田さんも参加したネパール、カトマンズの震災

被害への支援、さらに、昨年１０月のワールドフード＋ふれ愛フェス

タで得られた寄付等をミャンマーの子どもたちがきれいな水を使える

ように生かすために本年６月にミャンマーに行く予定であることも報

告されました。 

上記活動にみられるとおり、国際奉仕委員会にとって、ワールドフー

ド＋ふれ愛フェスタは、最も重要なイベントであるとのことでした。 

「第 7 分科会」会員増強部門報告 

次期会員増強委員長   星川 直志 

 

 

 

 

 

（１）会員増強とは会員を増やすこと？ 

   「会員増強とは、何か」についての共通の理解が必要 

（２）会員増強の訳語 

   会員増強(Membership Development) 

   ・Development ＝ 成長・進化・発展 

      ・ Growth ＝ 量的な増大 

（３）会員増強の意味 

    ①クラブ組織の強化    

    ②会員一人一人の資質、能力の開発 

    ③増強活動の結果としての会員数の増大 

（４）魅力あるクラブ作りに向けての改革の動きは、メンバー一人

一人の行動にかかっている。 

 

・退会防止、新クラブの創立、増強の目標 

・クラブ全体で戦略を考える、女性会員を増やす、等々。 

  

誕 生 日 

5/ 2  斉藤 裕也君     5/21 木村  雅一君 

5/18  松岡  三明君ご夫人 

 

結 婚 記 念 日 

5/ 3  赤崎  守弘君     5/ 3  加藤  昌之君 

5/ 5  石黒    勉君     5/ 5   梶川  久雄君 

5/10  横田  徳久君          5/19  近藤    朗君 

5/24  横井  尚啓君 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

横井 尚啓君 

結婚記念日をお祝いしていただいて。 

【本日は次年度の報告があります。次年度が始まります。よろしくお

願いします。】 

 

 

加藤 昌之君 岩田 滿治君 尾關 實津成君 入江 由希子さん 

横井  登君 梶川 久雄君 星川 直志君 杉浦 定文君 

玉置 正樹君 西脇 良一君 近藤  朗君 柴山 利彌君 

古川 康司君 遠藤 友彦君 小關 敏光君 加藤あつこさん 

西脇 多吉君 

阿部 美男君 

梅田 渉君 

横田 徳久君 

斉藤 裕也君 

 

祖父江 佳乃さん 

 


