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本日の例会 （第１８４２回）　　１０／２ （水）

会員数      35 名

欠席会員数     　8 名

出席会員数     27 名

出席率   77.14％

会 長 挨 拶

去る９月３日より同６日までの日程で、 カンボジアを訪問しました。

３日と６日は、 往復の飛行機でしたので、 実質は、４日、 ５日の２日

間の強行日程でした。 ４日には、わが名北ロータリークラブが寄付

した１０個の井戸のうち、プーセットという地方にある２つの井戸を見

に行きました。 何れも、きれいにコンクリートが施され、完成してい

ました。「雨期には工事が難しい。」 とされているところ、寄付金が

入り、９月初めには会員の一部が訪問するということが伝わり、現地

で施工を急いで下さったおかげでした。２つ何れの井戸も、現地の

方々に大変喜ばれました。「女性と子どもとが水くみをする」 というこ

とで、 女性の皆さん、 子ども達の歓迎ぶりは、 私たちの想像を大

きく超えていました。 また、 「少しでも、 有効に水を使いたい」 と、

耕耘機のエンジンから回転力をもらって、水を運ぶという仕組みを

作っている男性も居て、 「自力で開発するのを援助する」 という趣

旨がそのまま、 形になっていました。

２日目は、 まず、ＮＧＯ、 Mlup　Baitong の本部と、現地でお世話

になった浅井りえさんの事務所を訪れました。 いずれも、 「継続的

に、 自力による、生活の改善を助ける。」 という趣旨で様々な試み

をしていらっしゃって、 感銘をうけました。 また最後に、孤児院を訪

ねました。民族舞踊を踊ってくれる少女たち、一生懸命、紙飛行機

を折る皆、 子らのことを、心から大切に思っているスタッフの方々と

出会い、「日本と比べて、モノや情報が全く少ないこの場所で、皆、

『自分ができること』 に邁進している。」 ということを感じました。

この度の寄付及び訪問にご理解頂きました会員の皆様には、心か

ら感謝申し上げます。 「つながる」 「よいことをする」 という意味で、

この度の寄付は、間違いなく、大きな花を咲かせていることを、 報

告し、 感謝の言葉とさせて頂きます。

◆司　　 　　会　 香田　研二君

◆斉　　 　　唱　国歌 ・ 君が代／それでこそロータリー

◆ゲ　　ス　　ト　国際ロータリー第 2760 地区

　　　　　　　　　　東名古屋分区ガバナー補佐　𠮷田　正道様

　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2760 地区

　　　　　　　　　　地区副幹事　　　　　　　　　　　杉浦　賢二様

　　　　　　　　　　国際ロータリー第 2760 地区

　　　　　　　　　　東名古屋分区分区幹事　　　 亀井　敏勝様

◆来訪者紹介　川崎 RC　布野　雅一君　 

次回の例会 （第１８４３回）　　　１０／９ （水）

第１８４１回例会記録 　　 　９／１８ （水） 晴

　　　　　　　　　　会長　 近藤　　朗

出 席 報 告

前々回訂正　　　　 　1839 例会

欠席会員 　　　  3 名中

MAKE UP   0名

出席率訂正      89.29％

◆３RC（守山・名北・錦）合同伊藤ガバナー公式訪問が

　 行われます。
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《米山月間卓話》

◆スピーカー　国際ロータリー第 2760 地区　米山記念奨学委員会

　　　　　　　　　委員　六鹿　敏也様

加藤　あつこ

カンボジア井戸寄贈事業の報告

本日は、会長挨拶に代えて、「カンボジア訪問の報告」 を行います。

私近藤、西脇良一さん、加藤敦子さん、祖父江佳乃さんの４名は、

9 月 3 日～ 6 日の日程でカンボジアに行きました。

スケジュールはかなり強行でした。 しかし内容は充実した有意義

な旅でした。 9 月 4 日終日　活動初日は、 プノンペンから約 200

～ 250 ㎞離れた Pursat 州に寄贈した井戸 3 か所の視察です。

村の人々の歓迎のお迎えを受けました。



お父さん ・お母さん ・ 子供たち皆さんの嬉しそうな笑顔にガタガタ

道の苦痛も一瞬で消えるほどでした。今から井戸掘りの作業かと思

いきや、 なんとすでに、立派な井戸が完成しており寄贈名古屋名

北ロータリークラブの看板まで設置してありびっくりです。

それぞれの井戸掘り作業には , それぞれの村人たちのアイデアが

駆使されており、 自慢げに説明してくれました。 “どうだ　僕のアイ

デア凄いだろう” と言わんばかりです。 また子供たちには、お菓子

や折り紙、 歯ブラシ、 ボールペン、 えんぴつ、 古着の T シャツ、

ズボン、 お母さんたちにも衣類をプレゼントしました。 お母さん達

からはもっとゆっくりしていきなさい。 とおもてなし頂きました。

子供たちは、 学習どころか　ただひたすら　家の手伝い、 兄弟の

世話なのでしょうか？　悲しいなぁ・・ ・この井戸が設置できたことで

一日中バケツを持って水を汲みに行っていた仕事は無くなりました。

これからの村人の生活が良くなることを期待したいです。 しかし村

の人たちは、助け合い支えあいひとつになり幸せそうでした。

皆さんの元気な笑顔に見送られ一路ガタガタ道と渋滞の中、約450

㎞の道のりの井戸堀視察を終え、活気ある若者いっぱいのキラキラ

輝くプノンペンの街に深夜になりましたが帰りました。 翌日 5 日は、

Mlup　Baitong の事務局へ表敬訪問。 バナー贈呈 ・ 井戸の寄贈

式です。 感謝状の授与式をしてくださいました。

午後は孤児院への訪問です。

Mlup　Baitong のカンボジアの役割、 組織、 など説明をしてくだ

さいました。 Mlup　Baitong の目的は、 クリアー活動 ・ サステナ

ブル （持続可能） ・ マネージメント ・ 環境団体 ・ 森林を守るコミュ

ニティーを掲げただひたすらに活動しています。

１．ミッション： ビジョンの達成・国民のために持続可能な生活の向上

２．フィロソフィー ： 一人一人の意識 ・ 参加型民主主義

３．カバーオール　ゴール ： 貧困の根絶　　　　　

を目指して活動している団体です。局長様はじめ、皆さまカンボジ

アの国のために骨身を惜しまず働いて見えます。真面目で、 仕事

に誇りを持ち皆さんの幸せのために、 一生懸命の姿でした。

これは浅井りえさんの 30 年にも及ぶボランティア活動のリーダーシ

ップの賜物です。 感謝 ・ 感謝です。

5 日　午後 2 時過ぎてしまいましたが、 孤児院の訪問です。

ガタガタ道と渋滞のため 1 時間以上も遅れました。この孤児院は、

０歳から 18 歳までの 120 人の子供たちを育てています。遅れてし

まいましたが到着した時の子供たちの歓迎は本当に嬉しそうで、待

っていたよと心から迎えてくれました。 会場に案内されたころ雨季

のためスコールに会いました。 物凄い勢いでした。 会場といって

も床と天井のみです。 子供達は、 明るく元気でお行儀もよく皆さん

整列して私たちを歓迎してくださいました。

１． 院長様 ・ 近藤会長の挨拶

２． 民族舞踊で歓迎を受ける

３． 120 名全員にプレゼントの贈呈

　　折りづる ・ 小箱 ・ お菓子 ・ えんぴつ ・ 歯ブラシ ・ 折り紙

まとめて （クレパス ・ メモ帳 ・ ボールペン）

４． つるを広げ、 小箱を組み立てる。

５． 紙飛行機を作り、 全員で　紙飛行機飛ばしで　遊ぶ。

６． 歌の合唱

　　 幸せなら手をたたこう・幸せなら肩たたこう・幸せなら足鳴らそう

　　 ふるさと

７． お琴の演奏　（浅井りえさんのお琴演奏）

　　　さくら　さくら

　　　荒城の月

８． 紙かぶとをかぶり　写真撮影 

閉会

カンボジアには義務教育はなく学校へ行く事のできる子は、富裕層

の家庭の子で私学へ行くのだそうです。

それでも孤児院の子供たちは、 元気で明るく心温かい素晴らしい

子供たちでした。なんといっても一人一人の子供たちの輝かしい瞳

は素晴らしかったです。この孤児院の運営は、国から年間100 万円

の資金があるだけだそうです。

無駄使いすることなく明るく生活しています。卒業していく子供たちは

就職先の紹介がえられるそうです。

午後 3 時 40 分皆さんの温かい笑顔と思いっきり気持ちを込めたサ

ヨナラのサインに感激しつつ、 一路プノンペンの空港へ。 夕方の

大変な渋滞と　あいも変わらずのガタガタ道でしたが、 運転手さん

の素晴らしい運転力で何とか　午後 7 時空港到着。

9 時 15 分発に間に合いました。

最後に今回のミッションがすべて万事滞りなく成功出来ましたのは、

会員の皆様のご支援と小關實津成様 ・星川直哉様のたくさんのご

芳志。ご一緒して下さった近藤会長・ 西脇国際奉仕委員長 ・祖父

江様・祖父江様のお嬢様そしてこの奉仕活動のスタートは、元小關

敏光委員長の発案とそれを受けて下さった次期柴山利彌委員長の

おかげです。そしてこのプロジェクトをすべて指導して下さった浅井

りえさんのお力があってのこその賜物でございます。 誠にありがとう

ございました。 心より感謝申し上げます。大変有意義な経験をさせ

ていただけましたこと心よりありがとうございました。

祖父江　佳乃

世の中は美味しいもので溢れている。

カンボジアで食べた、ナスは、高級と呼ばれる賀茂茄子より泉州茄子

に負けない程、 今まで食べたどの茄子より美味しい。

生産者と触れ合ったから ではなく、 そこのお手伝いをしたからでは

なく、 茄子そのものの品質が良い。 けれど、 その茄子を作るのに

は、 水がいる。 茄子のためだけではなく、 生活には不可欠な水。

その水のためにこの村では女と子どもが一週間のうち丸 3 日を費や

す。 水脈はあるのに、 水がないカンボジア。 水を奪ったのはポル

ポト政権村の長の命を奪い 拠り所である寺を一番最初に壊し、 心

の豊かさも生きる力も奪った独裁。 カンボジアに年寄りがいないの



幹 事 報 告はポルポトに虐殺をされているから。1975 年から 1979 年までに 180

万人が殺されている。 ポルポトは、 それまでの過去を知り、 知識

を持つ、 知恵のある者を殺し、 そして、 残されたものが拠り所とす

る寺を徹底的に破壊し、 そこに住む人の帰る場所を焼き尽くした。

そして人々の生きる力を奪おうとした。 けれど、 残された者は、先

に生まれた者から 「悲しみを繰り返さない」 という強い意志を授か

っていた。 仏教国であるカンボジア日本円で 10 万あれば、 その

村に井戸ができ、 潤いがもたらされる 100 万あれば、120人暮らす

孤児院の 1 年が、 なんとかなる。 世界人口の半数は貧困で、 そ

の人々の財産を合わせた財産と、 世界で最も豊かとされる世界人

口の 1 パーセントが持ち合わせている財産の額は同じ。

美味しいものを美味しいとその土地の恵みに感謝しそれを作るため

に手を携えてくれた人を慈しみいただきますと手を合わせるその営

みを平和と呼ぶカンボジアの茄子は私が今まで食べた茄子の中で

一番の美味しさだった私の口に運ばれるためのたくさんの手が悲し

みの涙をふくことが無いようにできることからひとつひとつそしてそれ

を打ち上げ花火にしない。 続けていくことで友情が生まれる

ガバナー補佐卓話

「奉仕理念」は「職業および人生における成功と幸福の真の基礎

」 であり 「人を思いやり人のお役に立つこと」 「利己と利他の調和

」 という、わかりきったごく初歩の原理原則です。

このわかりきったごく初歩の原理原則を奨励 ・ 育成 ・実践するの

がロータリーの目的です。 しかし、この原理原則を忠実に実行す

ることは難しいのです。ことに職業奉仕における「利己と利他の調

和」 という矛盾。『「矛盾」 に対峙することがマネジメントの本質で

あり、「矛盾」の両極の間でバランスを取ることがマネジメントの役

割である』と申します。実業社会のリーダーであるロータリアンには

それが求められていると考えます。ガバナー補佐のミッションはガ

バナーとクラブを「つなぐ」 ことにあります。ガバナーは地区の管理

者として「ロータリーの目的」達成のため、 国際ロータリー会長が

掲げた年間活動の基調指針、行動計画をうけて地区内の各クラ

ブを啓発し、さまざまな奉仕プログラムへの参加を奨励します。

ために、 わたくしは貴クラブを探訪し、 見聞し、 伝え、 幾分かの

協力要請をいたすこととなるのです。個人として、このミッション達

成のための基本方針に「３つの尊重」 を掲げました。１つは「クラブ

自治の尊重」、 ２番目に 「クラブの系譜 ・ 歴史の尊重」 最後に

「職業奉仕の尊重」 を据えました。 さて、ロータリー年度も既に

２か月余を経過し、マーク・ ダニエル ・ マローニーＲＩ会長の「年

カンボジア　井戸寄贈事業

お疲れ様でした

１.　本日は、 東名古屋分区ガバナー補佐　吉田　正道様、地区

　　副幹事　杉浦　賢二様、 東名古屋分区分区幹事　亀井　敏勝

　　様をお迎えしての例会です。 会員一同心より歓迎申し上げま

　　す。 尚、 例会終了後クラブ協議会を開催致しますので、 ご

　　出席の方は４階 「調の間」 にお集まり下さい。 　

２.　次週９月２５日 （水） は、 休会となります。 従いまして、次回

　　例会は１０月２日（水） ３ＲＣ（守山 ・ 名北 ・ 錦）合同伊藤ガバ

　　ナー公式訪問となっております。 午後１２時半より名古屋マリオ

　　ットアソシアホテル （16 階 「アゼリアの間」） にて行います。

　　お間違えのないようにお願い致します。

３.　８月の九州北部豪雨災害の義援金を当クラブからも寄付する

    ことになりました。 受付にて１人１０００円回収致します。

    ご協力よろしくお願い致します。

                    国際ロータリー第 2760 地区

　　　　　　　　　　東名古屋分区ガバナー補佐　𠮷田　正道様



ガバナー補佐　𠮷田　正道様　地区副幹事　杉浦　賢二様　

分区幹事　亀井　敏勝様　ガバナー補佐訪問にて、お世話になりま

す。 勉強させていただきます。 よろしくお願い致します。

星川　直志君　みちのくひとり旅をして来ました。

梅村　美知容さん　5 日前にころんでしまいました。 打ち身だけで

感謝です。

近藤　　 朗君　 伊藤　 晋一君   渡邉　泰彬君   岩田　滿治君  

尾関　正一君　北村紀子さん   足立陽一郎君 　 玉置　正樹君  

梶川　久雄君 　西村　 　 努君  平子　明資君   尾関實津成君　

杉浦　定文君  柴山　 利彌君　 河東　広樹君　　西脇　良一君

石黒　　 勉君　 梅田　　 渉君　 梅村　 　篤君　 吉村　知紗さん

塚本　　 隆君　 加藤　昌之君　 加藤あつこさん　

【𠮷田様、 杉浦様、 亀井様ようこそいらっしゃいました。 名北らし

い楽しみ方をプレゼントできればと考えております。】

ニ コ ボ ッ ク ス

間テーマ」「重点事項」そして伊藤靖祐２７６０地区ガバナーの「地

区活動方針」 もよくよくご理解いただいていることと存じます。 従い

まして、この場ではフォローアップの意味でお話しさせていただきま

す。マーク・ダニエル・ マローニーＲＩ会長は同じくロータリアンであ

る婦人を伴って東北地方を皮切りに日本訪問をされ、 ８月８日から

１０日まで来名されました。 出身のアラバマ州の愛称は 「ハート ・

オブ ・ デキシー」 （南部の心臓） また、 「バイブル ・ ベルト」 と称

されるように一般的に保守色の強い地域です。しかしながら、マロー

ニーＲＩ会長は現在のロータリーに危機感をもたれ、 変革の先頭に

立っています。 また、 名古屋からの交換留学生の受け入れ （残念

ながら、その方は若くして逝去された） を縁に３度目の来名とのこと

でした。 大阪の国際大会の委員会アドバイザーなどを務め、 極め

て日本との 「つながり」 が強い方です。

伊藤靖祐ガバナーは中学、 高校の後輩であり、やはり強い 「つな

がり」 を感じざるを得ません。

どうぞ皆さま、マローニーＲＩ会長、伊藤靖祐ガバナーと志の 「つな

がり」 を持たれ、 ロータリーの価値 ・ 強味であるクラブ、 地域をは

じめとする国際的 「つながり」 を生かして 「奉仕理念」 の実践に

邁進いただきたく存じます。


