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また井戸水や湧水を利用している方も多くいます
が、その衛生環境は比べ物にならないものでしょう。
私達ロータリアンが使命としている、地位貢献と
世界平和活動には、世界の人々の安心した暮らしの
提供も含まれていると考えます。
私たち一人ひとりの力は微力かも知れません。
しかし、多くのロータリアンが力を合わせ、地域
貢献と世界平和を目指して活動すれば、皆が平和
に暮らしていける世の中を実現できると信じていま
す。
これからも友情をはぐくみ、共にロータリー活動
を行っていきましょう！
報

告

１．10 月 28 日（土）にオークラアカデミアパーク
ホテルにて第４分区情報研修会が開催されまし
た。当クラブからは、私（隈元会長）
・荒井幹事・
小幡研修リーダー・吉野会員・鈴木会員・内山会
員・佐々木会員が出席しました。

隈元雅博会長
中村様の卓話の内容と重なってしまっていたら申
し訳ありませんが、事前情報として、本日は世界の
水事情について少しお話しさせて頂きます。

お疲れ様でした。後程、荒井幹事より報告をお願
いします。
２．10 月 29 日（日）ＴＫＰガーデンシティ千葉に
て地区財団セミナーが開催されました。

公益社団法人 日本ユニセフ協会のウェブサイト

当クラブからは、ロータリー財団委員会の内藤委

からの抜粋ですが、世界の人口の半分以上が水道を

員長が出席しました。

使えるようになった今なお、安全な水を手に入れら

お疲れ様でした。後程、報告をお願いします。

れない人は、６億 6300 万人いるそうです。
その中の多くの人は、池や川、野ざらしの井戸な

３．川名会員のお嬢様が 10 月 15 日にご結婚されま
したので、クラブより御祝いをお渡しします。

ど飲用には決して適さない水源に頼っています。こ
のような危険な水を浄水処理しないままで飲むと、

幹

事
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荒井潤一郎幹事

抵抗力の弱い子供たちはたちまち下痢を起こしてし
まいます。汚れた水を主原因とする下痢で命を落と

１．次回例会（11月６日）前、11時30分より、第

す乳幼児は年間 30 万人、一日 800 人以上にものぼっ

５回定例理事会が開催されます。理事・役員の方

ているそうです。

は出席よろしくお願い致します。

日本では上水道は、ほぼ全国に整備されています。
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研修会の報告」とありますが、内容が良かったの

仕で廣田さんにもご一緒させ

で後日時間を取り、報告致します。

て頂いています。現在地区職
業奉仕委員長を拝命してござ

〈回

覧〉

いますが、本日はスリランカ

１．君津ＲＣ週報

への国際奉仕としての卓話者

２．第４分区週報

としてお伺い致しました。本

３．11月20日の夜間例会の出欠の案内

日、貴クラブの国際奉仕委員

４．第４分区親睦麻雀大会の案内

長の大住様には、この度のス

５．特定非営利活動法人国連ＵＮＨＣＲ協会より支

リランカへのご支援についていろいろとお世話にな

援活動の案内

り、大変感謝申し上げます。国際奉仕について活動
をしているスリランカのことを少し皆様にお話しを

〈配布物〉

させて頂きたく存じます。本日共に出席させて頂き

１．例会プログラム

ました、サジーワニーさんとメルビンさんがいらっ

２．会員名簿の訂正シール

しゃいますが、私はサジーさんとの交流から、里子
としての貧しくも優秀なスリランカの子供たちへサ

委

員

会

報

告

ポートする活動を知りました。ＲＣを通じてサジー

Ｒ財団委員会

さんと知り合い、コスモス奨学金代表で東金市の鈴

「財団セミナー」報告

木康夫氏を始め、皆様と里親として参加させて頂い
内藤智介委員長

2017−2018年度ロータリー財団セミナーに10月
29日参加して参りました。

ています。
サジーさんは、2010年～11年時の私が米山地区
委員長として米山奨学生の面接をしている時にと

ロータリー財団セミナーではＲＣのお金に関する

ても綺麗な日本語を話すしっかりとした方との印象

事、また集めたお金で進めている事業に関してのプ

を持ち、米山奨学生として２年間接した中でスリラ

ログラムです。

ンカについて沢山のお話を伺いました。その時にサ

大きく進めているプロジェクトで有名なのはポリ

ジーさんたちの母国の貧困の子供たちへの支援活動

オプラスですが、今年の症例発症は12例だそうで

をされている事を伺い感銘を受けました。そして私

す。パーセントにすれば限りなく０に近い数字です

の家族と共にサジーさんやコスモス奨学金の鈴木康

が、莫大な資金と労力を費やして根絶出来ない理由

夫様からもお話しを受け、スリランカの貧困の中で

は紛争と宗教的な法律と慣習です。

もしっかりと勉強をし、自分の夢に向かって頑張っ

その為にポリオ撲滅に取り組むポリオワーカーの
方々が20ケ月の間に80人も殺されています。
我がクラブの隈元会長の志す世界平和の必要性を
強く感じました。

ている子供たちの話を伺い、家族とともに里親とし
て参加させて頂いております。私は、2015年～16
年に柏東ＲＣの会長を務めることになりまして、国
際奉仕をするにあたり、一度どうしてもスリランカ
を訪問し自分の目で確認してきたいとの思いもあり

プ

ロ

グ
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ム

まして、2014年１月に初めてスリランカへ、家内

卓話「スリランカの子供たちの瞳に惹かれ」
国際ロータリー第2790地区
奉仕プロジェクト統括委員会
職業奉仕委員長

中村俊人様（柏東ＲＣ）

とＲＣの仲間であり、当時の柏東ＲＣの国際奉仕委
員長の新田氏と共にコスモス奨学金の授与式や家庭
訪問などに参加させて頂きました。
「そこで感じた事は、貧しい中でも子供たちの素

君津ＲＣの皆様こんにちは。柏東ＲＣの中村俊人

晴らしい笑顔とその勉強意欲の素晴らしさ」でし

と申します。この君津ＲＣには、私が地区米山奨学

た。この生活環境に於いては、現在の日本の子供た

会委員会時に共に活動された三浦さんが在籍されて

ちとの大きな違いを感じました。しかしながら、各

います。また今年度共に奉仕プロジェクト委員会で

地の学校訪問をした時や奨学金授与式に参加した時

ご一緒させて頂いています、鈴木荘一さんや職業奉

に、そこでしっかりと生活している子供たちの「き

らきらとまぶしい限りの瞳と明るい笑顔」がとても

は大きな図書室として利用されています。

印象深く頭の中に残り、帰国後、私の家族や柏東Ｒ

子供達が笑顔で集まり、地域の皆さんの一役に

Ｃの仲間たちへ写真を添えて卓話をしながら伝えま

なっている写真を拝見致しましてとても嬉しく思い

した。また、大網・松戸西の皆様やロータリーの仲

ます。このコスモス奨学金を通じて私達家族も、ま

間にもお伝えいたしました。コスモス奨学金として

た仲間も、人としての繋がりや、人への思いやりの

子供たちへ渡されるお金は、１年間で日本円として

大切さを感じ取っています。もっと輪を広げたいで

￥12,000です。このお金がその子の貴重な勉強への

すね。私は現在４年間図書室への本の増刷をするた

支援となりますが、そのお金は子供や家族にとって

めに、クラブの会長と共に奨学金授与式に本の贈呈

はとても貴重な価値のある資金となっています。大

をするため、また里子に会いたい思いもあり、スリ

人の人が日本円で月給２～３万円程度と伺っていま

ランカに訪問をしていますが、その中で、各里子の

す。それでも仕事がある人は良いのですが、仕事が

自宅訪問をする途中に目にしたものは、その里子た

ない方も大勢いる中での話ですが、病気や内戦で片

ちの生活環境の考えられないような貧しさ、現在日

親を失った子供たちもたくさんいます。皆さんから

本の子供たちではとても生活できないだろうと思う

の支援金が直接そのまま里子へ渡されることになり

ような生活環境でした。中でも、水の問題がありま

ますので、とても貴重な支援金となります。

す。地域に集合井戸がありますが、その水は、中が

現在コスモス奨学金においての里子は230人超え

澱んでいて、それを汲み上げて煮沸をして飲料水と

となっています。この奨学金を授与される子供たち

して利用したり、また生活用水として利用されてい

は、スリランカ全国の学校に於いて、成績優秀な子

る。また雨水の利用もされている。そのような中で

供たちを学校の校長先生やお寺の住職からコスモ

病気になっている子供たちが多いと伺っています。

ス奨学金への推薦をされ、その子の家庭に訪問し、

その時にコスモス奨学金の鈴木先生やメルビン氏か

直接面談して家庭環境も確認し、里子としての登録

ら簡易浄水器の話を伺いました。ベトナム製で16

をされ、里親さんの協力を待ちます。里親になって

リッター用ですが、この簡易浄水器を学校に設置

頂ける方は、里子としてお願いされた子供が大学を

し、子供たちへ少しでもろ過された水を飲ませたい

卒業し、成人して夢をつかめる状態になるまででき

との思いから、貴クラブの大住さんとパスト会長の

るだけサポートして頂く事を望んでいます。私は、

鈴木荘一さんとお話しをする機会がございまして、

所属している柏東ＲＣとしては、交流をしているサ

私の思いをお伝え致しました。そして君津ＲＣの皆

ジーさん達へのサポートとして何が出来るかを考え

様に簡易浄水器設置についてご協力いただけるとの

ましたが、当時クラブの40周年記念事業としての

お話しを頂き、また、皆様にもお話しをさせて頂く

考えもあり、国際奉仕としてまた、個人の里親とし

機会を頂き、とても嬉しく思い、大変感謝申し上げ

ての思いも合わせ、2015年１月の奨学金授与式時

ます。１月にスリランカへ訪問頂ける大住様と鈴木

に、コスモス奨学金のセンターとしての活動拠点と

様にも御同行頂き、中でも水質の良くない北部にあ

なっている、コロンボ近郊のガンバハにあるワルダ

るポロンナルワ地域の８校ほどの学校へ簡易贈呈に

ナ寺院へ図書室を開設して、「子供達が自分の夢へ

伺って頂けることに感謝申し上げます。皆様からご

の知識を得る為のサポート」の一環として本を贈る

支援頂いた金額に柏東ＲＣの有志や里親仲間からの

ことに致しました。「子供達が将来の自分の夢に少

支援金を加味いたしまして、コスモス奨学金へお送

しでも役立てが出来る事を願い贈る事」と致しまし

りしまして浄水器を準備させて頂き、子供たちの待

た。おいしいものは食べてしまえば無くなってしま

つ学校に贈呈をして参りたいと考えています。もっ

う。また物は壊れてしまえば無くなってしまいま

と沢山のお話しをしたいのですが、時間のこともご

す。日頃から知識を得て習得したものは、一生の財

ざいまして、スリランカの写真を少し見て頂きたい

産となります。そこで考えた結果が「柏東ロータ

と思います。また、サジーさんにお話しもして頂き

リー文庫」です。管理に於いてはアマラワンサ氏に

たいと思います。スリランカへの思いが少しでもお

お願いし、この図書館は５年を目標に少しずつ増冊

伝えできたら幸甚です。今後共どうぞよろしくお願

していきたいと考えています。本の管理は利用する

いをいたします。貴重な時間を頂き改めまして感謝

皆さんにも協力して頂き、立派に運営され地区内で

申し上げます。有り難うございました。
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りがとうございます。おめでたい続き
隈元雅博会長

で木更津ワシントンホテルも開業致し

大住昌弘委員長

ました。どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
内山貴美子

中村様、サジーワニー様、本日は来訪
ありがとうございます。
早見会員、ワシントンホテルのグランド
オープンおめでとうございます。
又、
社会奉仕委員の皆様、前準備ありが
とうございます。花植え頑張りましょう！

原田

健夫

誕生祝いありがとうございました。

寄付金20万円スリランカ国学校向け浄水器購入費

本日は駅前ロータリーの花植え作業、

用として寄付いたしました。

頑張ります。
茂田

秀和

先日は、お誕生祝いをありがとうござ

ニコニコＢＯＸ

いました。最近は、何歳になった？と聞

隈元

中村様、本日は貴重なお話をありがと

かれても計算しないと出てこなくなり

うございました。皆様の活動も参考に

ました。たぶん47歳だと思います。

雅博

させていただきながら、私達君津ロー

荒井潤一郎

鈴木

新井

荘一

正一

本日、ガバナー訪問の集合写真を頂き
ました。又、誕生日のプレゼント品も頂

らず、社会貢献と世界平和活動に努め

きありがとうございました。

てまいります。

10月21日に行われた「きみつ秋花火」

～Think Glocal～（シンク グローカル）

は、無事開催する事が出来ました。ご

「地域貢献と世界平和活動の両立」

協力頂いた皆様、ありがとうございま

を共に目指して行動しましょう！

した。

いよいよ今週金曜日、かずさマジック

猪瀬

浩

先々週末、先週末と台風が来ました

の初戦です。少し遠いですが、こぞっ

が、皆 様のところは大 丈夫でしたで

て大阪まで行き、勝利を願い応援しま

しょうか？うちの会社は寮の屋根が飛

しょう！

びました。久しぶりの大きな台風で、こ

本日は公私多忙な中、中村様には卓話

の地域もかなりの被害報告が入ってい

して頂きありがとうございます。サジー

ますが、一日も早い復旧を願うところ

さん、メルビンさんもお忙しい中あり

です。

がとうございます。

本日は例会のみで失礼させて頂きま

遅くなりましたが、私の記念日のお祝

す。花植え奉仕に参加出来ず申し訳あ

いに素敵なお花を頂きましてありがと

りません。
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先週、少し遅めの夏休みをとり、北海

いた時、アレ～？何だっけ？あっそう

道に行ってきました。旭山動 物園な

だ！結婚記念日だ…と気づく今日この

ど、大変楽しんできました。

頃です。来年は、妻に日頃からの感謝

秀一

正志

タリーの会員も自分たちの地域のみな

うございました。昨年同様、お花が届
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昌弘

本日は、柏東ＲＣ/中村様、コスモス奨

の気持ちも込めて何か行動で表現し

学金/サジー様、メルビン様卓話を頂

たいと思います。

きありがとうございました。今度とも君

中村委員長、サジーワニー様、ようこそ

津ＲＣをご支援下さい。

君津ＲＣへ。貴重な卓話ありがとうご

佐々木昭博

10月28日ロータリー情報研修会、10月

ざいました。

29日ライラ実行委員会 第１回目に出

本日、席替え抽選に当たりました。あ

席させて頂きました。共に良い勉強に

なり、有意義な時間となりました。

とうございました。来年１月のスリラン

本日、中村様の卓話も有難うございま

カ訪問できず申し訳ありません。

した。
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台風ばかりで現場が進みません。今日

坂本

直樹

「私の記念日」のお花をいただき、あ

手が多数参加して盛り上がりました。

りがとうございました。会社に飾らせ

今後も適宜、交流の場としてこの種の

ていただいております。

企画をして行きたいものです。

２週続けての台風も大事なくホッとし

職業奉仕委員長 中村俊人様、
サジー

ています。
黒岩

靖之

地 区 職 業 奉 仕委員長

中 村 様、サ

例会終了後の花植えよろしくお願いし

ジーワニー様。君津ロータリーに来訪

ます。

ありがとうございます。又、卓話ありが

明日は私の誕生日です。では、駅前花

とうございました。
宮嵜

慎

２週続けての台風被害にあった所も多

先日、地区のライラ委員会に出席して

く、心よりお見舞いを申し上げます。

きました。来年２月17、18日ライラ研修

中村様、
サジーワニーのご家族様。来訪

会があります。皆様の会社で有望な青

ありがとうございます。新年１月のスリラ

少年がいらしたら、是非参加をお願い

ンカ参加出来ずに申し訳ありません。
村上

進

中村様、サジーワニー様、ようこそ君津

台風が２週続けてきましたが、大きな

ＲＣへ。卓話もありがとうございまし

被害もなく社員全員が無事でした。こ

た。

の時期としては珍しいですが、いつ何

先週の台風で新品のフェンスと建築中

があるかわからないので、これからも

の足場が全滅してしまい、ショックで

しっかりと意識と準備とを注意してい

先週例会を休んでしまいました。これ

きたいと思います。

からはしっかりロータリー活動頑張り

中村様、サジーワニー様、本日はありが

ます。

とうございました。

喜多見

順也

りがとうございます。

致します。
谷

福田

キュー大会を開催しました。天候は曇

壇でお待ちしています。
岡野

ね。花植えがんばります。
からはしばらく晴天が続く様です。あ

ワニー様、訪問ありがとうございます。

小川

台風が過ぎ、よい天 気になりました

総勢160名で新入社員歓迎のバーベ
り時々雨で良くはなかったものの、若

裕士

裕治

中村様、サジーワニー様、ご来訪あり
がとうございました。先 週 土 曜日に

大川

遠田

武田富士子

孫が生まれて１ケ月が経ちました。来

雨が続く週末ばかりで気分も晴れま

月11日帰宅すると連絡入り超楽しみで

せんが、風邪を引かぬよう頑張ってい

す。孫のためと改装してます。荷物の

きたいと思います。

移動だけでも大変ですが、１つ手を加

10月に異動があり、人が入れ替わり支

えると次から次へと悪いところが出て

店も新体制となりました。心機一転ま

来て、漏水発覚から雨もれ…工事は終

た頑張っていきたいと思います。

わりましたが、荷物の元移動が本当に

今週金曜、いよいよかずさマジック、

大変です。でも孫と会える日を楽しみに

大阪ドームでの日本選手権大会に応

「もうひとふんばり」です。

援に行きます。まずは、初戦勝利にて

大浦

芳弘

２週連続の台風、影響を受けている

進んで欲しいものです。

会員の方もいらっしゃるのではと思い

最近、週末雨続きの中、ドームは雨の

ます。当社も仕事が進まず困っていま

心配なく何よりです。

す。めげずに頑張っていきましょう。

別府

明人

花植えの準備で先に参ります。

大森

俊介

中村様、サジーワニー様、本日はありが
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