ＫＵＭＡＧＡＹＡ ＳＯＵＴＨ
Ｒｏｔａｒｙ Ｃｌｕｂ ｏｆ
Ｓａｉｔａｍａ ＲＩ
Ｄｉｓｔ．２５７０
２０１０．８．４
President：Naoki Takada
Secretary：Tomoko Uetake
Hotel Garden Palace
Sayada3248-1 Kumagaya shi

Ray Klinginsmith
RI President,2010-11
Bujuro Nishikawa Gouverneur
RI Dist２５７０

Ｎｏ．４

第６０３回
６０３回例会 会報
親睦例会 祝 会員誕生
金さんの中国語講座１

ガバナー補佐訪問が始まり多忙な澤田 G 補佐

金さん、今日の中国語講義宜しくお願いします。

スタミナ勝負となってきた山口地区増強委員長

萎沢国際奉仕委員長：地区セミナーの報告
萎沢国際奉仕委員長：地区セミナーの報告

拶

本日のプログラム ８月１１日（水）
１１日（水）
納涼例会

また、暑さが振り返して、日中は猛暑、夜は熱帯
夜の続く毎日ですが、
皆様如何お過ごしでしょうか。

私も毎晩のこの暑さの中、エアコン、扇風機の使
いすぎで夏風邪をひいてしまい体調をくずしており
ますが、まだまだ続くこの暑さの中で、体調管理は
十分に気をつけて頂きたいと思います。
新年度がスタートしてはや 1 ヶ月が過ぎ、先程第
2 回目の理事会が開催されました。前年度の決算報
告がされて、
今年度の予算等が確定されましたので、
本年度の活動計画に従ってより効果的な活動を実行

会

長

挨

会長 高田 直樹

して参りたいと考えております。
澤田ガバナー補佐も今日は副会長として出席され
ておりますが、すでにガバナー補佐訪問、ガバナー
公式訪問が始まり、熊谷南 RC の選出ガバナー補佐
として仕事も忙しいにかかわらず、補佐としての職
務を遂行していただいております。又、地区へ派遣
されている山口会員増強委員長、佐川広報・記録委
員長にしても同じ様に我々の代表として頑張って頂
いており、敬意を表すと共に、会員の皆様全員で協
力体制が取れる様にして参りたいと思います。
そして、当初より申し上げておりました、全会員
の一枚岩による活動促進を再度確認いたしまして会
長挨拶といたします。

幹

事

報

告

幹事 植竹 知子
１．地区より
＊ガバナー月信８月号送付について
＊「第９回ロータリー全国囲碁大会」のご
案内
＊国際ロータリー第２５７０地区 2009－
10 年度ガバナー事務所閉鎖のご連絡
２．地区職業奉仕委員 川辺秀夫様より
＊第５グループ職業奉仕部門セミナー開
催の打ち合わせ・勉強会についてのご案
内
３．熊谷市国際交流協会より
＊「第１８回外国人による日本語スピーチ
コンテスト」開催にかかる御後援並びに
御協賛について（お願い）
４．熊環連より
＊会費納入のお礼
以上が届いております。

委 員 会 報 告

国際ロータリー第 2570 地区
2011 年西川ガバナー年度
国際奉仕部門セミナー参加報告
熊谷南ロータリークラブ
国際奉仕委員会委員長 萎沢利行
2011 年西川ガバナー年度の国際奉仕部門セミナ

ーが、平成 22 年 8 月 1 日 PM1：30 から 3：00 ま
で東松山市のホテル紫雲閣で開催されました。高田
会長の先達でセミナーに参加しましたので報告いた
します。
１． 日豪青年相互訪問委員会の金子委員長から、
日豪青年相互訪問団員候補者募集の案内の
説明が行われました。応募締め切りは 9 月末
日までで郵送で申し込むことになっていま
す。興味をもたれた会員は、詳細な募集案内
を預かって参っておりますので国際奉仕委
員会の岡本会員か萎沢に申し出てください。
２． 西川武重郎ガバナーは、青年を世界人として
育成することに貢献していきたいとの方針
を述べました。特に、ネパールへの教育支援
のため里親になって貢献していただきたい
との挨拶がありました。
３． 認定 NPO 法人 さいたまユネスコ協会の会
長で、大宮ロータリークラブの本多会員より、
2570 地区がネパールの貧困家庭の子供を対
象に 400 名が里親になり、学校 18 校の開校
に貢献してきた実績の報告がありました。そ
して、本年度もネパール奨学支援プロジェク
トに協力いただきたいとのお願いがありま
した。
認定 NPO 法人 さいたまユネスコ協会の
発行しているナマステ (おはよう こんに
ちは こんばんはの共通のあいさつ) 9 号、
ネパール学校建設プロジェクトが資料として
配られました。本日会員の皆様に目を通して
いただきたく回覧いたします。
ネパールへの教育支援のための奨学支援プ
ロジェクトにご協力いただける会員は、
奨学支援募金 1 口 8600 円、学校建設募金は
1 口 1000 円を郵便局から送金すること
になります。詳細な支援案内を預かって参っ
ておりますので国際奉仕委員会の岡本
会員か萎沢に申し出ください。
４． OK バジこと 垣見一雅 (かきみ かずま
さ) 先生より約 1 時間の講演がありま
した。
バジというのはネパール語でおじいさんの
ことだそうです。講師の垣見さんは 1993 年
にネパールのパルパ県ドリマラ村に住み始め、
現在まで 17 年間にわたり支援活動に取り組
んできたことに関する実践の足跡の講演をし
ていただきました。
ドリマラ村に最初に訪れた外国人であった
ため、村人の多くは最初垣見さんを怖がった
ようです。村に住み始めた最初の 2 ヵ月間は
テントで生活しました。最初は言葉が通じな
いため OK という言葉を多く使ったため、1
週間住んだころから村人から、54 才の垣見さ

んは OK バジと呼ばれるようになったそうで
す。
以来、時に日本から訪問するロータリー会
員が垣見さんを日本にいるホームレスと間違
うような服装で生活しながら支援活動をなさ
ってきたそうです。しかし、日本の一般的な
ホームレスと違うのは、垣見さんの目の輝き
であったと垣見さんの紹介者であり、ネパー
ルを訪問し現地で垣見さんの活動に接してき
た茂木国際奉仕部門委員長がのべていました。
17 年間、村から村へ歩いて訪問し、村人の
ためになる御用聞きを実践し、村人が生きて
いくために必要なものを何でもメモして、支
援活動を実践してまいりました。
その支援の柱となる目標は、① 村人の教
育、② 村人の保健衛生、③村人の収入向上
でありました。
① 教育 ネパールは世界で最も貧しい国
の一つといわれています。貧困のため、
15 円のノート、7 円のボールペン、4 円
の鉛筆などの学用品が用意できないた
め、また学費分の現金がないために学校
に行けない子供とくに女性が、山間部の
奥地に行くほど多くなっています。
山間部の奥地に行けばいくほど、村人の
純朴さと純朴な心に接することができ
そこでの生活が垣見さんをネパールに
永住して死に場所としたいという想い
を抱かせると述べていました。
学校は、見よう見まねで造っていたため、
狭く、暗く、危ない建物が多かったので、
学校の建て替え、増築による学校建設支
援をしてきたそうです。
② 保健衛生 飲料水を生活の場に近づけ
る。早起きして数時間かけて水汲みして
いた生活から３から5分以内に飲料水が
飲めるようにしました。
バイオガスの利用に着目して、人と牛の
糞を混ぜ発酵させ、得られたガスを燃料
とし、肥料とする。木材を燃やさなくて
良いので煙が出なく環境にも良いもの
となったとのことです。
③ 村人の収入向上のために、ヤギの飼育の
援助、小口融資をする、灌漑用水を造る
ことを支援してきたそうです。
垣見さんは、1 人では何も出来ない。日本
のロータリーの皆様の支援金などの善意を村
人に伝える。村人の受け入れと村人の変化を
楽しむ。そして感動をもらうことが 17 年間
の生活の基盤でありました。
山間部の奥地に行けばいくほど、村人の純
朴さと純朴な心に遭遇できますが、そこには

貧困のため教育されない子供たちが沢山い
ますので支援をお願いしますと話を結び講
演を終了しました。
講演の中で垣見さんが述べられた OK バ
ジ、ナマステ (おはよう こんにちは こ
んばんはの共通のあいさつ)、ザップマーレ
(おいしい)、カンチューハイ(いただきます)
の 4 つのネパールの言葉を思い返し、また、
17 年間の支援活動のなかで70 歳を迎えた垣
見さんがネパールに骨をうずめたいとの思
いを抱く基盤になった、ネパール山間地の奥
地に住むチース村の村人との純朴な人間交
流が頭に残ったことを報告いたします。
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高田直樹会長・植竹知子幹事
暑い中、例会に出席いただき、ありがとうござい
ます。
親睦例会が 2 週続き、
来週は納涼例会です。
親睦委員会の皆様は大変ですが暑い時は楽しみま
しょう。金善花さんも楽しんで下さい。
澤田將信会員
お世話になります、澤田で～す。今日は、熊谷東
RC、ガバナー公式訪問でした。補佐としての役目
今日は楽しかったです。
棚澤正行会員
本日の親睦例会は、金さんの中国語講座だそうで
すね！金さんよろしくお願いします。親睦委員長
御苦労様です！
佐川順一会員
金さん、今晩は。暑いさいたま市からかなり暑い
熊谷市にようこそ！今日もゆっくり楽しんでいっ
て下さい。
馬場孝会員
こんばんは・・・暑いですね。今夜もよろしくお
願い致します。

[会員誕生]

高田直樹会長
今日は私のためにケーキまでご用意いただきあり
がとうございます。61 才となりましたがこれから
も会長として頑張りますので宜しくお願い致しま
す。
萎沢利行会員
8 月 27 日の誕生日を祝って頂き有難うございま
す。６２才となります。宜しくお願いします。
渡邊藤男会員
誕生日を祝って頂きありがとうございます。
[奥様誕生]

今月、誕生日を迎える萎沢会員と渡邊
今月、誕生日を迎える萎沢会員と渡邊会員には会長
萎沢会員と渡邊会員には会長
より御二人に向けて素敵な句が披露されました。

加藤公一会員
妻に美しい花をありがとうございます。

金さんの楽しい中国語講座

五行歌

植竹 知子

涼し気な白
とっても今日は似合ってる
金善花さん
今日の中国語講座
楽しみです！
大変分かりやすく丁寧に教える 金善花 先生

国際奉仕（新世代）委員会
ネパールの子どもの里山
本物のロータリアンは
やっていても黙ってる
奥が深い

外国語はやはり
外国語はやはり難
はやはり難しい と 苦戦する
苦戦する会員
する会員

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会 佐川順一・石井一則
TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com

http://kumagaya
http://kumagayaagaya-southsouth-rc.com/

