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卓話「子供が売られない世界」の実現

第 1983 回例会

2018. ９.20

くもり

司会

認定 NPO 法人かものはしプロジェクト

草薙 直基様

草野会員

ロータリーソング 「手に手つないで」「四つのテスト」
◎本日の出席状況
出席：29 名（26 名）中

16 名

61.53％

欠席：伊東・平山・守屋・松本・大家・長野・斉藤（英）・斉藤（守）・山本・輪湖（相澤・藤井・織戸）
各会員
◎卓

話「子供が売られない世界を作る」

卓話者
◎ビジター

かものはしプロジェクト
東京中央 RC

金子

草薙

直基様・宮津

真帆様

研一様
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◎ 100％メークアップ
９／ 16 ～地区奉仕プロジェクト委員会～水庫・大家各会員
◎メークアップ
９／６分

大原～米山Ｅクラブ

９／ 20 分～山本～地区委員会

大原～９／ 13 分～米山Ｅクラブ
大家～９／ 16 ～地区奉仕プロジェクト委員会

水庫会長

会 長 挨 拶

本日は、東京中央 RC 金子様、NPO 法人かものはしプロジェクトの草薙様、宮津様ようこそおいで下さい
ました。
後程、貴重な卓話をお願いしておりますので、よろしくお願い致します。
９月 16 日（日）に地区奉仕プロジェクトセミナーに大家会員と一緒に参加してきました。
基調講演は原田義之さんによる「輝く瞳に会いに行こう」でしたが、本当に素晴らしい講演でした。講演
の内容を少しですが紹介したいと思います。
原田さんは現在 74 歳、元々兵庫県高砂青松ロータリークラブの会員として活動されていましたが、今から
28 年前に色々な縁で、北タイの少数民族アカ族の子どもたちの支援を始められます。
16 年間小学校に図書を贈り続け、更に現地に何度も足を運ぶ中で、この地域の識字率の低さを目の当たり
にします。そして貧困故に子どもたちが学校に通えず労働させられ、また麻薬の運び屋、売春、エイズ罹患
など悪の道に進んでしまう現実を知ります。2008 年からは自らがタイ語を習い、現地に身をおき、北タイの
高校で日本語教師としてボランティアで教壇に立たれています。日本に戻った時には、日本全国を講演で飛
び回り、寄付金を集め、それを現地の支援にあてているそうです。貧困の子どもの里親支援、日本への留学
支援、さまざまな活動を自らの身を投じることで成し遂げている方です。
原田さんは、母国語が使えれば貧困から抜け出せ、文字さえ学べれば本を読み、知識を身につけることが
できる、と識字率の向上の大切さを訴えられていました。
まさにロータリアンの中のロータリアン、今回このような心に残る講演を聴けたことに感謝しています。

鈴 木（ 隆 ） 幹 事

幹 事 報 告

１．次週９月 27 日（木）は３クラブ合同のガバナー公式訪問です。
場

所：船橋グランドホテル

場

所：船橋グランドホテル

・会長幹事との懇談会：10：15 ～ 10：55（水庫・鈴木会長幹事・度会・草野次年度会長幹事）
・食事開始：12：00 ～（各自食事をしてください）
例会点鐘：12：30
・記念撮影：13：30 ～ 13：50
クラブ協議会第１部：13：50 ～ 14：50 （各クラブ発表

１クラブ 20 分）

鎌ヶ谷 RC →船橋東 RC →船橋南 RC
休憩：14：50 ～ 15：00
クラブ協議会第２部：15：00 ～ 15：30
ガバナー講評

質疑応答

懇親会：15：40 ～ 16：40
◎ジャケット、ネクタイ着用のこと

欠席の無いようお願いします。
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２．９月 30 日（日）は献血活動です。
場

所：JR 東船駅南口

時

間：10：00 ～ 16：00

ひがふなフェスタ会場
○担当委員会は９：30 集合です。

献血車は「庄や」の駐車場に設置されます。
※参加者名簿を回覧しております。ご協力をお願いいします。
※山﨑会員より「ひがふなフェスタ」のポスターと会場の設置地図をお配りします
３．地区青少年の集いのお知らせ
地区大会に合わせて１年に一度、青少年の集いを開催します。青少年交換・米山奨学生・財団奨学生・
インターアクト・ローターアクトの方々です。
又、18 歳～ 28 歳の若者がおりましたら是非ご参加ください。
日

時：2018 年 10 月 28 日（日） 受付：９：00

会

場：アパホテル＆東京リゾートベイ幕張

点鐘：９：30

幕張ホール

登録料：無料：弁当・飲み物は地区で用意します。
４．相澤友夫会員に米山功労者 50 回、メジャードナーのクリスタルの盾が贈られております。相沢会員、ご
協力ありがとうございます。
５．10 月の例会予定表をお配りいたします。ご活用ください。
６．大宮西 RC の週報を回覧いたします。
（先日水庫会長・岡田会員がメークアップされました）
◎各委員会報告

職業奉仕委員会

本日の卓話

「子供が売られない世界」の実現
認定 NPO 法人かものはしプロジェクト

・かものはしプロジェクト草薙さんの卓話に感謝！人身売買の現実に身震いを感じました。

草薙

直基様

遠田

毅

・かものはしプロジェクト、草薙さん本日は少々ビックリしました。当クラブでカンボジアに行ったことが
有るので。
・かものはしプロジェクト、すごい内容の卓話ありがとうございました。

岡田

敏男

山口

習明

・今もまだお話ししていただいた現状があるとは、悲しいの一言です。一日も早く人身売買の無い世界が来
ることように願います。

草野

宏隆

・かものはしプロジェクト草薙様、卓話ありがとうございます、
「子供が売られない世界」の活動、これから
も頑張ってください。

鈴木

隆男

・かものはしプロジェクトの草薙様、宮津様、本日は貴重なお話ありがとうございました。本当にショック
なことが起こっているのですね。
・結婚記念のお祝いありがとうございました。27 周年となりました

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

９月 20 日

11,000 円

累計

水庫

直子

三浦

時子

319,000 円
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次回予定
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９月 27 日（木） 第 1984 回例会
ガバナー公式訪問（３クラブ合同）
12：00 ～

船橋グランドホテル

９・10 月のプログラム
９月27日（木） ガバナー公式訪問：
鎌ヶ谷・東・南３クラブ合同
30日（日） 献血活動
（ひがふなフェスタ会場）
10月４日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ・
理事会
11日（木）
17日（水） 例会：第２グループ情報研究会
週報今週の担当

中

村
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