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（敬称略）
会長挨拶及び報告

隈元雅博会長

皆さんこんにちは。
５月５日のこどもの日に木更津の馬来田にある野
の花の家に行ってきました。ケンタッキー・フライ
ド・チキンと少しのおもちゃを届けてきました。今
回も子供たちはすごく喜んでくれました。
本日の卓話でも紹介されると思いますが、様々な
環境の中で本当につらい経験をした子供たちは、出
会いやきっかけによって世界を変えるリーダーに成
れると信じています。
戦争に最後まで反対したと言われる連合艦隊司
令長官 山本五十六元帥の有名な言葉に『やって
みせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらね
ば、人は動かじ』という言葉があります。その続き
が『話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらね
ば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守っ
て、信頼せねば、人は実らず』と続きます。また、
私が感じる君津ＲＣのいい所を象徴した言葉も紹介
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させて頂きます。
『実年者は、今どきの若い者などということを絶
対に言うな。なぜなら、われわれ実年者が若かった
時に同じことを言われたはずだ。今どきの若者は全
くしょうがない、年長者に対して礼儀を知らぬ、道
で会っても挨拶もしない、いったい日本はどうなる
のだ、などと言われたものだ。その若者が、こうし
て年を取ったまでだ。実年者は若者が何をしたか、
などと言うな。何ができるか、とその可能性を発見
してやってくれ』
そして最後の言葉はＳ.Ａ.Ａ.を始めとする君津
ロータリーを動かしている女性会員、本日お越しの
ゲストの皆さんに送らせていただきます。
『男は天下を動かし、女はその男を動かす』
講師の村田代表や支援者の皆さん、また私達ロー
タリアンが持つ高い志と活動を通じて、世界中の若
者が真の平和を実現するリーダーに育っていく支え
となれると信じています。
本日も皆様と共にロータリー活動ができることに
感謝いたします。
報
告
１．４月29日（日）アパホテル＆リゾート東京ベ
イ幕張にて地区研修・協議会が開催されました。
当クラブからは、永嶌会長エレクト・岡野副幹
事・吉野会員・黒岩会員・宮本会員・鈴木会員・
内山貴美子会員・時下会員・大川会員・内藤会
員・大住会員・佐々木会員・宮嵜会員・大森会員
計14名が出席しました。お疲れ様でした。
後程、永嶌会長エレクトより報告をお願いしま
す。
幹

事

報

告

岡野 祐副幹事
１．例会変更についてのお知らせ
〈木更津ＲＣ〉
日 時：５月17日（木）点鐘：18時30分
内 容：夜間例会
（温陽姉妹締結40周年記念例会）
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〈回 覧〉
１．駅前花壇の花植え準備作業（花抜き）及び花植
え作業についての出欠の案内（ご協力いただける
方は、◯印をお願いします）
２．フェアウェルパーティの案内
３．マンガ米山梅吉ものがたり購読の案内
４．財団室ＮＥＷＳ（５月号）
５．The Rotarian（英語版）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かものはしプロジェクトの資料
委 員 会 報 告
地区研修・協議会報告

永嶌嘉嗣会長エレクト
４月29日地区研修・協議会が開催されました。
連休の初めの慌ただしい中、ご参加いただきました
担当役員、理事の皆さまご苦労様でした。午前10
時橋岡ガバナーエレクトによる点鐘の後、ホストク
ラブの茂原東ＲＣ関谷会長の歓迎の言葉、寺嶋ガバ
ナーのご挨拶、地区役員紹介がありました。続いて
次期ＲＩ会長方針及び地区運営方針について橋岡ガ
バナーエレクトより説明がありました。これらにつ
いては先日お配りした資料の通りでございます。次
にクラブ奉仕活動優秀クラブ、奉仕活動優秀ロータ
リアンの表彰、感謝状贈呈がありました。その後ガ
バナーノミニー、ガバナーノミニーデジグネート挨
拶に続いて、次期ホストクラブ紹介、次年度地区大
会の案内などがあり、午前の部は終了しました。午
後は部会別協議会となりました。私は会長部会に参
加いたしましたが、予算案に計算ミスがあり、驚き
ました。次年度の地区運営方針に関しては、先日の
会長エレクトセミナーで説明した通りですとの事
で、ほとんど追加はありませんでした。また次年度
クラブ運営方針に関してあるクラブの会長エレクト
が、Ｒ財団寄付金について年会費に計上することを
理事会で決定したとの報告がありました。これにつ
いてパストガバナーから寄付はあくまで善意による
ものであり年会費で徴収するのはどうなのかと発言
があり考えさせられました。予算以外の様々なロー
タリー活動についていろいろ考えさせられた１日で
した。私自身ロータリー歴は長いものの、ロータ
リーに関する勉強がまだまだ足りないなと感じまし
た。
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プ ロ グ ラ ム
卓話「子供が売られない世界をつくるために」
特定非営利活動法人かものはしプロジェクト
共同代表 村田早耶香様
こんにちは、かものはしプ
ロジェクト共同代表の村田早
耶香です。いつも当団体の活
動をご支援下さり、誠にあり
がとうございます。おかげさ
まで、カンボジアでは売られ
る子どもの被害が減少してい
ます。2012年から活動を始め
たインドでは、活動が大きく
前進しております。本日は、カンボジアとインドで
の活動報告をしたく思っております。
まず、カンボジアでの活動の報告ですが、カンボ
ジアでは「子どもを買わせない・売らせない」よう
に活動をしています。子どもを買わせないために、
警察が加害者を逮捕できるよう、カンボジア政府と

協力し、警察の訓練に資金を提供しています。以前
は法律を理解していなかったり、証拠を押収する知
識がないために警察がきちんと機能していない状況
でしたがこれらの活動を進めてきた事により、加害
者や売春宿の摘発件数が増加しています。現在は、
警察がきちんと加害者逮捕が出来るようになってき
たため、2016年３月でこの警察支援を終了し、国
の事業としてカンボジア政府に取組みを続けていた
だきます。
また、子どもを売らせないためにカンボジアのい
草で雑貨をつくる工房を運営し、貧しい家庭の大人
に就業の場を提供することで、子どもを売り渡すこ
とを未然に防いでいます。ご支援のおかげで、働き
に来ている女性の家庭は、生活が少しずつ改善して
います。一日一食だった食事が三食になり、子ども
達は学校に行けるようになっています。中にはこつ
こつ貯金をして家を購入できる家庭も出てきまし
た。長く働いている人程、生活が改善しています。
これらのような取組みから、カンボジアでは被害
者が減少しています。売春宿で子どもが売られてい
る状況はほとんどありませんし、被害者の保護施設
にも対象となる子どもがほとんど居ない状態です。
そのため、カンボジアの雑貨工房は、日本からの支
援を入れなくても活動できるよう、2018年度から
は雑貨の売上げ等で自立して活動できるようにして
いきます。
カンボジアの状況が改善していますので、次に状
況が酷かったインドにも活動を展開しました。イン
ドでは加害者が裁判でほとんど処罰されていないの
で、加害者への有罪判決率を上げるための裁判支援
を行っております。また、被害に遭った女性を救出
し、心のケアや、経済的に自立するための仕事作り
を通して被害にあった子どもや女性が人生を取り戻
す支援を行っています。また、一人一人の被害者支
援をしていく中でわかってきたことを、こういった
問題が起こらない社会の仕組みを作るための支援に
活かしています。今年からインドの中央政府が更に
この問題に対する対策を取るようになってきました
ので、政府に現場の状況を伝え、こういった犯罪が
起こらない社会を作っていきたいと思っています。
引き続き、当団体の活動をご支援いただけましたら
幸いです。本日はありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
村田代表、保坂さん、早瀬さん、林
さん、本日はありがとうございまし
た。困難な状況の子供たちに希望を
与える活動、本当に素晴らしいと思
います。私自身、基本的にはその国
の子供たちはその国の人達が守り育
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てることが理想だと考えています。
もちろん、発展途上の国に支援をし
ていくことも大事だと考えます。遅
ればせながら、昨日カモノハシのサ
ポーターになりました。ほんの少し
の定期的な寄付で、鉄道警察官を４
人研修させることができるというも
のです。皆さんもぜひ、ニコニコ
BOXに入れるつもりでご検討くだ
さい。君津ＲＣでも、個人的にもで
きるだけのことをして参ります。
～Think Glocal～（シンク グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！
GWは沖縄の世界文化遺産せ～ふぁ
うたきに行ってきました。親子３
人、家庭円満を祈ってきました。
久し振りに出席させて頂きました。
今後共よろしく忘れないで下さい。
私の記念日ありがとうございまし
た。
例会出席が久しぶりとなってしまい
ました。申し訳ございません。これ
からは頑張って出席いたします。ま
た、本日皮肉なことに記念日の紹介
をされました。ありがとうございま
す。
かものはしプロジェクトのみなさ
ま、本日は貴重な卓話ありがとうご
ざいました。誕生祝ありがとうござ
います。
かものはしプロジェクト様、卓話あ
りがとうございました。記念のお花
ありがとうございました。
入会して初めての私の記念日の月で
す。ありがとうございます。益々
ロータリー活動を頑張ります。
かものはしプロジェクトの皆様、本
日は貴重なお話をありがとうござい
ました。又、本日は席割り初当選さ
せて頂きました。２回当選されてい
る宮本会員の前で引かせて頂いたお
かげに他なりません。２週連続の欠
席にも関わらず申し訳ありません。
ありがとうございました。
皆様、お久しぶりです。GWはいか
が過ごされましたでしょうか？私は
休みなしの仕事で終わってしまいま
した。残念です！村田様、保坂様、
早瀬様、林様、本日は来訪ありがと
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うございました。
私の記念日のお花ありがとうござい
ました。５月のGWも終わりました
が、皆様如何過ごされましたでしょ
うか？私は庭の雑草抜きで雑念を払
拭しました。
かものはしプロジェクトの村田様、
保坂様、早瀬様、林様、貴重な卓話
をありがとうございました。平和で
豊かな日本にいるとなかなか実感で
きないテーマですが、大変良い機会
を頂きました。
GW中に勝浦タンタンメン、竹岡
ラーメン（梅乃家）などＢ級グルメ
を楽しみました。おかげで今朝久し
振りに体重計に乗ったら連休前に比
べ＋３㎏超。
ＧＷ海外に家内と旅行に出かけてき
ました。異文化の空間にてリフレッ
シュ出来ました。数年前から国際線
フライト中を含めてWi-Fiが通じて
おり、心置きなく過ごすことがで
き、ＩＴ技術の恩恵にあずかってい
ます。
先日は、父の葬儀にお心遣いを頂
き、誠に有り難う御座いました。無
事送り出す事が出来ました。
連休には、様々な警備依頼が入りま
したが、今回も無事に終えられホッ
としています。
ＧＷがあっという間に終わってしま
いました。今秋からしっかり頭を切
り替えて、仕事頑張りたいと思いま
す。
ＧＷ連休中に久しぶりの帰省で、学
校の同窓生と会ったり、日帰り温泉
に行ったりで心身のリフレッシュを
しました。本日から心機一転して仕
事に励みたいと思います。
ＧＷは実家の母親の介護で帰省しま
した。せめてもの罪滅ぼしと思って
います。
５月１、２日の義父の葬儀に際しま
しては、ＲＣ様からもお心遣い賜り
有難うございました。本日は都合に
より出席できませんが、この場を借
りて一言御礼申し上げます。
共同代表の村田様を始め、かものは
しプロジェクトの皆様、来訪ありが
とうございます。地区研修・協議会
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に出席された会員の皆様、お疲れ様
でした。
転倒して顔に傷を負ってしまいまし
た。現在完全にアルコールを断って
います。
楽しかったＧＷも終わり、早く現実
に戻らなければ…。かものはしプロ
ジェクトの皆様方、本日は貴重な卓
話ありがとうございました。
かものはしプロジェクトの皆様、本
日はありがとうございました。
かものはしプロジェクトの皆様、卓
話ありがとうございました。
毎年のことながら、このＧＷは会社
の決算関係で仕事に追われました。
世間が混み合っていない時期に代休
をとって羽を伸ばしたいと思いま
す。
連休を使い店の掃除をしました。高
圧洗浄機を使い、コンクリートが
真っ白になって気持ちが良いです。
毎年の連休の過ごし方です。体がガ
チガチで動きません。
かものはしプロジェクトさんの話を
聞いて、今でも不当な人身売買があ
ることに驚いたのと同時に胸が痛み
ました。自分にできる事から協力し
ていきたいです。
かものはしプロジェクトの皆様、卓
話ありがとうございます。ＧＷモー
ドから日常モード、仕事モードに早
く戻さねばならないと思いつつも、
今週くらいはのんびりしたい気分で
す。
９日間のＧＷ。長い長いと思ってい
たＧＷでしたが、アッと言う間に過
ぎてしまいました。長いＧＷを楽し
く、明るく過ごせた事に心から感謝
です。
皆さん、ＧＷはいかがお過ごしでし
たか？本日より仕事に頑張りたいと
思います。
４月29日にフーチン君が自宅に来
ました。目的は私の誕生祝を持って
来ることでした。少々太ってきまし
た。自動車免許を取得し、少しだけ
運転してもらいました。（大変な恐
怖でした）
かものはしプロジェクトの村田様、
保坂様、早瀬様、林様、ご来訪そし

吉野

和弘

村上

進

特別ＢＯＸ
宮本 茂一

て卓話を有難う御座いました。
３人目の孫（男の子）が生まれまし
た。
皆様こんにちは!!村田様、保坂様、
早瀬様、林様、ようこそ君津ＲＣ
へ。卓話ありがとうございました。
明日、ＰＥＴ検査を受けます。少し
不安です。永嶌さんごめんなさい、
中央病院で受けます。

