
 
 

 

 

 

 

夫人の会の皆様、今年度もご支援ありがとうございました！ 

熱した試合となりました。私も初めて拝見致しました

が、とても感動致しました。原 新世代奉仕委員長・後

藤会員をはじめ、ご協力を賜りました会員の皆様には、

心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。

これから 10 年間、私共熊本南ロータリークラブは、熊

本県水球競技大会を支援して参ります。皆様、ご理解

とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

幹事報告（今村浩昭君） 

1.熊本東南 RCより創立30周年記念式典出席のお礼が届

いております。 

2.第2720地区ローターアクトより第29回ローターアク

ト研修会のご案内が届いております。参加希望の方

は申込書に記入をお願いいたします。  

3.2014-15年度 IAC年次大会の事前案内が届いておりま

す。 

4.熊本東 RCより創立50周年記念式典のご案内が届いて

おります。（最終回覧） 

5.台北大同 RCより週報（創立30周年記念式典について）

が届いております。 

会長報告（野口泰則君） 

皆様こんにちは。本日は 20 年間、日本のロータリー

クラブで学ばれた「奉仕の心」を実践するべく、7 年前

よりタイ国北部のチェンライにて就学支援、識字率の

向上を目指し、私財を投じて国際奉仕活動をなされて

いる現チェンライロータリークラブ、原田 義之会長に

卓話を行なって頂きます。教育の必需を知る素晴らし

いお話を伺えると共に、その挑戦する行動に「奉仕の

心」とは何かを学べると思います。皆様、どうぞ宜し

くお願い致します。さて、先々週の平成 26 年 4 月 29

日（祝）熊本市総合屋内プール「アクアドームくまも

と」にて、第 1 回熊本南ロータリークラブ杯・熊本県

水球競技大会が行なわれました。4 つの高校と 1 つのク

ラブチームより合計 6 チームのご参加を頂き、大変白 
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第 34 回例会記録（通算第 2602 回）  

平成 26（2014）年５月１２日 

    

斉唱 国家 君が代 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

 

来訪者紹介 

原田義之様（タイ チェンライ RC会長） 

際田俊一様 

小林裕幸様（(株)九州クラフト工業） 

秋岡廣宣様（熊本ＲＣ） 

菅みどり様（熊本水前寺公園ＲＣ） 

杉田 成様   野田珠実様（夫人の会） 

塚本敬子様   堀川光江様（   〃  ） 

園田美香様             （   〃  ） 
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出席報告（藤見泰之君） 

 

会員数 
出席数 出席率 

前々回 

修正出席率 

５９名 ３８名 71.70％   ９４．４４％ 

出席規定適用免除者 6名 欠席記録免除者 3名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 

 

例会変更のお知らせ 

○水前寺公園ＲＣ～清掃のため日程場所変更 

[変更前] ５月２１日（水）１２：３０～ 

[変更後] ５月１８日（日）７：３０～ 

[場  所] 江津湖 

○平成ＲＣ～夜例会のため時間変更 

[変更前] ５月２８日（水）１２：３０～ 

[変更後] ５月２８日（水）１９：００～ 

○西南ＲＣ～定款に基づき休会 

[日  程] ５月２９日（木）１２：３０～ 

 

野田三郎ガバナーノミニー報告 

韓国第3630地区 地区大会出席のご報告がございました。 

 

次年度幹事報告（喜讀宣友君） 

5/19（月）クラブ協議会（現・新合同）を開催いたします。関係

各位はご参加をお願いいたします。また、次年度の各委員

長はその際に必要となります、活動報告書の提出を5/16ま

でにお願い申し上げます。 

 

委員会報告 

●親睦活動委員会（北口 誠君） 

［結婚祝］               ［誕生祝］ 

田川憲生君    5.2       原 裕一君    5.11 

後藤 博君     5.7       稲留 穂君    5.23 

西川尚希君    5.13       神谷平吉君    5.29 

坂本研一君    5.17       東矢憲一郎君  5.29 

東矢憲一郎君   5.19 

吉永彰一君     5.20 

藤井宏樹君     5.24 

 

［結婚祝］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［誕生祝］ 

 

●SAA 委員会（杉田辰彦君） 

  5/19例会より「クールビズ」を実施いたします。 

 

●スマイルボックス（三角雄介君） 

○際田俊一様  Ⅹ 

  熊本南 RC 在籍中は各ロータリアンの皆様に大変お世話

になりありがとうございました。当クラブ在籍中より引き続き

行っております、タイ北部少数民族の里親支援・生活支援

活動等では、野口会長・今村幹事をはじめ、山内様・斉藤

様・塩井様には毎年2月のタイ チェンライ渡航先において

色々とお世話になり有難くお礼申し上げます。本日はその

北部タイで活躍されておられます、タイ チェンライ RC 会

長 原田義之様の奉仕活動における行動力と、その熱い

想いを聞きに参りました。本日は例会にお招きいただき、

ありがとうございました。 

○小林裕幸様（(株)九州クラフト工業） 

  初めまして、今日はオブザーバーで参加させていただきま

す、(株)九州クラフト工業の小林と申します。本日は歴史と

伝統ある、熊本南 RC の真剣勝負の場所を肌で感じに参

りました。たくさん勉強して帰りますのでよろしくお願いい

たします。 

○菅みどり様 

  熊本南 RC の皆様には野口会長はじめ、大変お世話にな

り、また常日頃より快くご指導いただき、感謝申し上げスマ

イルいたします。 

○夫人の会の皆様  Ⅴ    

  本日はお招きいただきありがとうございました。今後とも主

人ともどもよろしくお願い申し上げます。 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君・田川憲生君 

  タイ チェンライ RC 原田会長のご来訪を心より歓迎いたし

ます。遠路はるばるタイ国より卓話にお呼びしました。私達

の国際奉仕タイプロジェクトとまったく同じ活動を日本語教

育を通じて行っておられます。今後も協力して国際奉仕し

て参りたいと思っています。 
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○野口泰則君・今村浩昭君・山内昭徳君・喜讀宣友君 

園田修司君・丸山浩之君・倉崎保広君   

  熊本南 RC元幹事で千里殖産社長 際田俊一様のご来訪

を心より歓迎いたします。これを機に復帰されませんか？ 

○野口泰則君・堀川貴史君 

  水前寺公園 RC 会長 菅みどり様のご来訪を心より歓迎い

たします。熊本南 RCの例会を楽しんで行ってください。 

○野口泰則君・堀川貴史君・今村浩昭君 

  熊本南 RC 夫人の会の皆様のご来訪を心より歓迎いたし

ます。夫人の会あっての熊本南 RCです。今後ともよろしく

お願いいたします。 

○野口泰則君 

  熊本 RC 秋岡様のご来訪を心より歓迎いたします。 

○浅山弘康君 

  熊本 RC 秋岡会員の訪問を歓迎いたします。また、本日

は所用のため途中退席をさせていただきます。 

○原 裕一君・後藤 博君  Ⅲ 

  4月29日に行われた熊本県高校水球競技大会が大盛況

に終えることができました。参加いただいた会長はじめ、

会員の皆様には大変お世話になり感謝し尽くせません。

今後も更に素晴らしい大会になるように引継ぎも含め、自

分自身も頑張っていきたいと思います。 

○北口 誠君  Ⅱ 

  先日の水球大会に参加された皆様、大変お疲れさまでし

た。特に準備をされた原会員・後藤会員、大変ご苦労様

でした。初めて見た水球はとても迫力があり感動しました。

来年も大会の成功を祈念いたします。 

○寿崎 肇君 

  RI 第3630地区大会に参加して参りました。パストガバナー

はお知り合いの方ばかりで懐かしい大会参加でした。野

田ガバナーノミニーご夫妻も参加なさり、ガバナーとしての

勉強はバッチリです。野田ガバナーにご期待と、来年7月

からは熊本南 RC あげてご協力を行おうではありません

か。 

○坂本研一君・古財良一君・三角雄介君・星野誠之君 

  坂本幸樹君・漆島典和君 

  代継宮 第4回曲水の宴を無事ご奉仕できましたこと、心よ

り感謝いたします。また、歌人としてご参加いただきました

野田会員には本当にお世話になりました。感謝のスマイ

ルをいたします。 

○野田三郎君  Ⅲ 

  5月4日漆島会員の代継宮 曲水の宴にて歌人として出席

させていただきました。短歌（五・七・五・七・七）を考えるこ

ともこれまでまったくなかったのですが、改めて短歌の魅

力を感じたところでした。また、当日は平安時代の衣裳を

着させていただくなど、大変貴重な経験をさせていただき

ありがとうございました。当日熊本南 RC よりお世話された

皆様、大変ご苦労様でした。 

○三角雄介君 

  首元が涼しいと思ったら、ネクタイがついていませんでし

た。 

○木村弘訓君 

  本日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。 

 

●外部卓話（渡邉秀章君） 

  「輝く瞳に会いに行こう」 

原田義之様（チェンライ RC 会長） 

 

  

 

 

 

 

 

 

    ミャンマー、ラオス、そしてタイの国境近く、タ
イ北部の山岳民族村に我が身を移し、貧困な生活環
境の中にあっても必死に生きるアカ族子供たちへ
「識字率向上」奉仕活動をし続けて 6 年目。その体
験談を基に講演をさせて頂きます。 

1.3 足のわらじで国際奉仕 

私の立場はＲＩ第 3360地区チェンライ RC会長タイ

国立ダムロン高校ボランティア日本語教師 

タイ国境近くのワヴィ村アカ族子供寮「夢の家」子

供たちに対する就学＆識字率向上支援者 

2.タイ北部の子供たち支援 

今から 21 年前、バンコク海外出張中の私に当時所

属ロータリークラブ会長予定者からＷＣＳ委員長

指名が来た。ロータリー入会 5 年目でした。折しも

ホテルのテレビ映像で、バンコクのボランティア団

体が北タイ小学校子供達への図書寄贈風景を映し

出していました。その映像を見た私の脳裏に、越後

長岡藩「米百俵」の話しが過ぎりました。「そうだ、

北タイ子供たちへの図書寄贈を」と考えました。何

故なら当時の私が所属するクラブのＷＣＳ主要事

業が、地元国際協会に 10 万円を届けることだった

からです。私はこの 10 万円が北タイでは 50万円相

当にも、60 万円相当にもなる図書を子供たちに届け

られると考えたのです。貧乏でもいい。裸足でも構

わない。その子供たちの輝く瞳から科学を、世界を、

知識を身に着け、立派な青年になって欲しいと願っ

たのです。私は早速北タイ・チェンライに飛び、以

来 15 年間で 36 小学校に図書配布を行いました。 

3.配本 15 周年図書支援会場でアカ族青年アリヤ氏と

の出会い 

そんな奉仕を続けて 15 年目に山岳民族学校への特

別配本を行いました。その配本会場でアカ族青年・

アリヤさんに 15 年振りに再会しました。彼は依然
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日本語通訳で出会いました。その夜彼は私のホテル

を訪ねてきました。彼は涙を流しながら、私に少数

民族が抱え問題を語り、私に「子供たちを助けて欲

しい」と申し出たのです。私は彼から、子供たちが

無識字のまま大きくなれば、やがて麻薬の運び屋、

売春、エイズキャリアの「悪の予備軍」になる現実

を聞かされたのです。アカ族はアカ語を使い、学ば

なければ「母国語の無識字」のまま大人になるから

です。彼と共に「アカ族子供たちのために識字向上」

を誓いました。 

4.豊田武雄氏の一言を信じて・・・ 

私は同じチェンライで北タイ山岳民族支援をして

いた豊田武雄さんに出会いました。彼は私に「貧困

に向かい合い、子供たちの目線に合わせた時、子供

たちが奉仕の玉手箱を開けてくれます。その輝きは、

した者にきり見えない輝きです」と良く話してくれ

ました。 

5.64 歳を迎えた私の一大決心・・・わが身をアカ族支

援拠点に移す 

私はやがて豊田武雄さんの言葉を信じて「奉仕の心

を、奉仕を行動で」に舵を取ることにしたのです。

64 歳の私は現職を引き、ボランティア日本語教師の

資格に挑戦、夜はタイ語教室に通いました。そして

アカ族子供寮「夢の家」最前線の町・チェンライに

ある国立ダムロン高校でボランティア日本語教師

を終日しながら、週末にはアカ族ワヴィ村に行き、

子供たちに識字率向上支援を始めたのです。これは

まさに「66 歳・新米日本語教師挑戦」でした。 

 6.「輝く瞳に会うために」現地でのボランティア教師

生活開始 

学校からの報酬を一切絶ち「契約の社会」から「奉

仕の人生」に転向し、「奉仕を行動で」と「無欲の

奉仕」を実践して 6 年になります。たった一度の人

生に「契約社会の人生」と「奉仕の人生」の、「二

味人生」に生きる幸せな生き方を選択したのです。 

 7.アカ族子供に対する本格的「識字向上」奉仕活動の

始動 

アカ族とその歴史的背景が、彼ら民族にマイノリテ

ィーの影を落としています。そのことがアカ族母親

識字率 56％の現実を生んでいます。私はアカ族子供

寮「夢の家」子供たちの母親識字率調査をしました。

最終学歴は中卒 2 人、小卒 4 人、小 3 中退 8人、就

学履歴なし 11 人でした。即ち識字率は 56％なので

す。ユネスコ 2008 年統計によると、識字率 52.6％

の課題は婦人の出生数は 4 人を超え、食料問題を引

き起こしているのです。世界には多くの低識字率国

があります。アカ族成婦人の識字率 56％の問題は人

口問題に加え、麻薬、売春、エイズキャリア等の「悪

の予備軍」を進行させています。なぜならここは歴

史上、そして地勢的に麻薬取引地帯の「ゴールデ

ン・トライアングル地帯」だからです。 

8.この子らを麻薬、売春、エイズから救うため   

「悪の予備軍」から救う唯一つの近道は、地道です

が「子供たちに就学と識字向上支援」をすることだ

と私は言って憚りません。この輝く瞳のこの子たち

を麻薬、売春、エイズキャリアの「悪の予備軍」に

してはならないのです。その思い一途に今日までの

6 年間を支援し続けて参りました。そしてこれから

も。 

9.ノーベル平和賞受賞者・ムハマッド・ユヌス氏はこ

う言っています。 

貧困は、貧困者自ら生み出したものではない。歴史

の優位者、支配者そして社会制度、国家が生み出し

た。人間誰しも、社会で生きるため自活しようとす

る。また健康であろうとする。貧困者たりとも一緒

だ。施しと善意はむしろ「自らの生活向上心」をそ

ぎ、真の貧困解決にはならない。単発的な施しでは

なく、「持続可能な自活サイクル」支援こそが貧困

を救う。 

10.「奉仕を行動で」を識字向上奉仕で実現 

息の長い支援のためには私財による奉仕原資から

新たな原資を必要とします。そこで自ら著書「輝く

瞳に会いに行こう」を出版し、印税や売上金の一部

を「持続可能な自活サイクル」造りの資金源に当て

ています。 

 11.私の生涯奉仕の原点 

私の奉仕は終わりなく続きます。私の目の前のアカ

族子供たちの就学・識字向上のために私にその使命

がある限り、「生涯現役」で、「生涯ロータリアン」

として「行動する国際奉仕」で北タイ子供たちを支

援し続けて参ります。 

 

 

【例会予定】 

5/26 外部卓話 小野泰輔様（熊本県副知事） 

6/2  新入会員卓話 水野東洋君 

6/9 外部卓話 穐山ジョニー様（本渡RC） 

6/16 外部卓話 吉田圭秀様（自衛隊西部方面隊） 

 6/23 常任委員長退任挨拶 

 6/30 会長・監事退任挨拶 

  

 

 

 

 

 


