
                           

                                                               

本日の例会（第１７４７回）    ９／６（水） 
《国際奉仕月間卓話》 

◆スピーカー 国際奉仕委員会 委員長  星川 直志君 

◆題   名 国際奉仕月間に因んで 

 

次回の例会（第１７４８回）    ９/１３（水） 
◆卓話紹介会員 渡邉  泰彬君 

◆スピーカー 名古屋市観光文化交流局 ナゴヤ魅力向上担当部 

ナゴヤ魅力向上担当室 室長 田頭 泰樹様 

◆題   名 「名古屋魅力向上・発信戦略」について 

 

第１７４６回例会記録   ８／３０（水）晴 
◆司 会 梅村 篤君 

◆斉  唱  RS・我らの生業 

 

出 席 報 告 

会 員 数  ３４名  前々回訂正  174４回例会 

欠席会員数  10 名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  24 名  MAKE UP  1 名 

出 席 率  70.59％  出席率訂正  90.00％ 

会  長  挨  拶 

               会長 加藤 あつこ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは 8 月も終わりというのに残暑厳しい日が続

きます。 

本日は、米山奨学生のタパ・カビタさんをお迎えしての例会です。 

おばあさまのご逝去は、心よりお悔み申し上げます。本日は、タ

パ・カビタさんの卓話です。よろしくお願いいたします。 

さて、昨夜は、錦ＲＣさんの第 1,000 回目の納涼例会でした。記

念例会ではないので、と お気遣いいただきましたが、やはり

1,000 回とは、一つの大きな節目の例会です。おめでとうござい

ます。当名北ＲＣからは、遠藤さん、梅村篤さん、平子さん、梅

村美知容さん、たくさん参加してくださり、錦ＲＣさんの丹羽会

長様はじめ、親クラブからの温かい応援のメンバーがたくさんお

越しくださったと喜んでくださいました。和気あいあいと楽しい

例会でした。懇親会では、遠藤さんから設立の時のお話、長谷川

正孝様、梶川久雄さんの伯父様などの思い出話をしてくださり 

華やかで、賑やかな楽しい納涼懇親会でした。 

8 月 25 日は、9 月 27 日（水）に開催されます錦ＲＣさんとの

合同例会の試食会に行ってまいりました。杉浦幹事、西脇良一さ 

ん、梅村美知容さん、祖父江さん、入江さん達に 参加いただき

ました。皆様から、いろいろ 細かいところまでアドバイスをく

ださり、しっかり試食ができたと思います。どうぞ 楽しみにし

てください。今年は 名北ＲＣがホストです。皆さま、たくさん

のご出席をお願いいたします。アトラクションは、杉浦幹事のご

推薦・加島親睦委員長のご尽力で、美しい女性のトランペット奏

者です。ブルーノートでも演奏される素晴らしい方です。おもて

なしのほうも含め、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

さて 本日の理事会では、名古屋錦ＲＣとの合同例会（9/26）。

半田南ＲＣとの合同例会（11/8 水）。職場見学会（10/4 水）。

2017-18 年度ガバナー賞について。元米山奨学生 李 永俊（イ 

ヨンジュン）さんのご来訪（9/13 水）でした。 

さて 昨日 錦ＲＣさんの夜間例会に参加させていただき たい

へん勉強になったことをお話しさせていただきます。 

錦ＲＣさんは、積極的に社会奉仕活動をしていらっしゃいます。 

① 子供農業体験と交流会 

② 陸前高田訪問ツアー：名古屋御園座の旧社殿を修理して、東

日本大震災災地である岩手県陸前高田市愛宕神社に贈呈する事業

です。 

③ 東日本大震災で被災し愛知県に避難している方々の支援 

④ ミャンマー国際奉仕ツアー： ２年前から年１度ツアーを行

い、ミャンマーの農村の小中学生に学用品を届けていらっしゃい

ます。 

中締めのごあいさつは、三浦様のお話でした。1,000 回例会と言

えば、1,000 時間の例会。準備や夜間例会などプラスすれば、

2,000 時間以上をロータリーに費やしています。ロータリアンは、

これに関して誰も見返りは期待しないし、欲しいとも思わないと

思います。1,000 回を無事に迎えた私たちの今、いかがですか？

喜びや、楽しみや、心と心の絆。などなどたくさんのものを頂い

てますよね。例えば 洞窟へ入って行って、「わー」と大きな声を

上げれば、「わー」と大きな声が返ってくる。なにもしなければ、

なにもない。みんなで 大きな声を出して、「わ～」と言えば、何

倍もの 声が返ってくる。これは、声に例えましたが、声は私た

ちの喜びではないでしょうか？そんなロータリー活動にしていき

ましょう。2,000 回も、3,000 回も続くように！！このような 

ごあいさつで 次回 1,001 回への幕を開かれました。 

 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．９ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



幹 事 報 告 

１．来る９月 20 日(水)の本多ガバナー補佐訪問の出欠票を同封致

しましたので、9 月 8 日(金)までにご提出下さい。尚、当日は例

会前に懇談会（該当者：会長、副会長、会長エレクト、幹事、副

幹事）、例会終了後にクラブ協議会（該当者：会長、幹事、理事、

役員、委員長、入会３年未満の会員）を開催致します。ご担当の

方はお忘れのないようお願い致します。 

２．来る 9 月 27 日(水)の例会は、当クラブホストにより 2ＲＣ

合同夜間例会及び懇親会を開催いたします。出欠票を同封致しま

したので、9 月 13 日(水)までにご提出下さい。 

日時 平成 29 年 9 月 27 日（水） 

受付 17：00～ 例会 17：30～ 懇親会 18：00～ 

場所 名古屋東急ホテル 

３．九州北部豪雨募金（50,000 円）を国際ロータリー2700 地

区ガバナー事務所へ送付致しました。ご協力ありがとうございま

した。 

４．９月１日よりロータリー適用相場（ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ）が１ドル１０

９円（８月:１１１円）に変更される旨、国際ロータリー日本事務

局より連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。 

友 の 会 報 告 

伊藤 晋一君  

ゴルフ友の会Ｗ優勝！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

西脇 多吉ゴルフ友の会幹事より、8 月 24 日に行われたゴルフ友の

会コンペにてＷ優勝された伊藤晋一君が紹介され、西脇 良一直前会

長より会長賞が贈られました。 

 

安城ロータリークラブ 60 周年記念事業写真コンテストのお知らせ 

（カメラ同好会 世話人 入江由希子さん） 

 

卓話 
「ネパール社会における未亡人の状況」 

米山奨学生 タパ カビタさん  

 

 

 

 

 

 

 

 

現在もネパールは家父長制社会として残っているので、息子へ

の強い需要は常に、根強い値として残っています。彼らがそのよ

うな葬儀の活動中に、家族の名前を運ぶためになどあらゆる面ま

たは全ライフタイムに重要な役割を果たしているように息子は、

ヒンドゥー教の伝統に最も重要視されていることがいえる。今日

の家父長制社会の主要な家庭では男子は一番偉いです。2001 年

の国勢調査によると、世帯の約 85.1％は家族の長として男性が存

在している家庭で 14.9％のみは、女性の家庭です。これは明らか

に私たちの社会は男が支配している。男性はすべての決定を行う

権限を持っています。アジアとアフリカ女性の位置の発展途上国

では女性は立場が弱い。女性に対する暴力は、世界中が、条件以

上の女性の基本的人権の侵害ではあるが、まだ開発の現代の時代

に深刻な問題として残っている。 

差別されている女性の中で未亡人は最も地位が低いとされてい

る。ネパールにおいて未亡人もしくは若くて夫をなくした人々の

確かな数字やデータがありません。そのため、社会のあらゆるレ

ベルで未亡人の問題に集中することが非常に重要になってきてい

る。伝統的なヒンドゥー教の社会は若い未亡人であることと再婚

の可能性が低いことがあらたな苦しみとなる。夫をなくしてから

未亡人の精神的、感情的、物理的な悲しみが始まる。 

未亡人の日常生活または社会的、経済的、金融面的なさまざま

な問題の状況に関する研究は大変限られています。少ない数の団

体や N.P.O が女性の権利について活動をやっていますがその中で

未亡人の権利や生活のために活動をしている N.P.O は少ないです。

ネパールでは 10 年ほど長い内戦が続きました。その間たくさん

の若い女性が夫を失い未亡人の生活を過ごさなければならなかっ

たです。夫を失うと彼らの人生が急に変動してしまい、あるいは、

周りや家族から見る目も変わってしまう状況がたくさん存在して

います。夫を失い、経済的に弱くなり特に精神的に問題も起こっ

たケースもひどくあります。一方で彼らは自由に動くことできな

くなってしまい、苦しい生活を過ごし、資源の利用や参加もでき

なくなったケースもたくさんあります。未亡人の服色、食事、化

粧も禁止する文化はネパール社会ではまだまだ存在しています。

一番ひどいのは彼らが呪われていると思われることです。 

具体的にいうと未亡人の問題はミクロレベルだけではなくてマ

クロレベルにも非常に影響しています。貧困問題、教育問題、人

身売買問題、または内戦など問題は未亡人の成長と密接に関連し

ています。 

二 コ ボ ッ ク ス 

梅村 美知容さん 

昨夜、錦ＲＣ1000回記念例会、おいしい料理と楽しい雰囲気でした。 

伊藤 晋一君 

8/24 ゴルフ友の会コンペにて、Ｗ優勝しました。パートナーに感

謝！！ 

石黒 勉君 

ニコボックスご協力、ありがとうございました。 

【タパ カビタさん、本日の卓話よろしくお願い致します。昨日、錦

ＲＣの 1000 回例会に参加させて頂きました。】 

加藤あつこさん 尾関  正一君 梅村  篤君 加島  光君 

近藤  朗君 岩田  滿治君 梅田 渉君 足立陽一郎君 

西脇 多吉君 加藤 昌之君 西脇 良一君 星川 直志君 

杉浦 定文君 玉置 正樹君 尾關實津成君 入江由希子さん 

香田 研二君 

宇都木 寧君 

 

小關 敏光君 

 

阿部 美男君 

 

木村 雅一君 

合計 30,000 円 

 


