第２５回例会記録（通算第 2634 回）
平成 27（2015）年２月２３日

斉唱 国家 君が代
ロータリーソング 「奉仕の理想」

8 年 目 を迎 えたタイ・プロジェクト、大 変 お疲 れさまでした！

1.今日の歌

３/２１-２２ 地区大会＠iichiko グランシアタ

2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告

３/２８-２９ 会長エレクトセミナー
＠ホテル日航熊本

4.外部卓話 入部祥子様
（オハイエ熊本）

来訪者紹介
ございません

緒に分かあい、私より嬉しそうな顔を見て、幸せが倍になり

会長報告（渕田俊郎君）
皆さん、こんにちは。先日大学の主催で「企業と大学の

ました。すべての出会った方に感謝しています。その中、

人材育成セミナー」があり、初めて参加いたしました。その

特に寿崎奨学会の皆様にお礼を申し上げたいです。奨学

時の学長のお話を紹介したいと思います。大学のこれか

金がもらえないと、今の自分に至れなかったと思います。実

らのイノベーションについて、つい最近までは講師による

は、今回の奨学金が人生初めてです。去年 7 月 28 日に渡

一方的な講義形式で受動型の学習が主流でしたが、これ

された奨学金の封筒は、皆様の期待を含んでいると感じ、

からの授業は教師と学生が専門課題について意思の疎

奨学生として、何をすべきかいつも考えています。支えてく

通を図りながら一緒になってディスカッションやディベート

れる方への感謝の気持ちを忘れてはいけない、助けられる

等を行い、演習・倫理・経験等、社会的能力の育成を進

私が受けている恵みを他人にリレーすべきと実施してきまし

め、リーダーシップのとれる学生をより多く社会に送り出し

た。奨学金で、生活に少し余裕が持てました。学外のボラ

ていきたい、というようなお話がありました。県内高校の受

ンティア団体、日本人友達とのお食事やゼミの飲み会も行

験状況によりますと、特に郡市においては定員割れが多

くようになりました。おかげで、たくさんの友達ができて、そ

く見られ、学生が減少している中、大学としても専門性の

の中、尊敬できる社会人の知り合いもいっぱい付き合わせ

高い特色のある大学を目指すことで、世間の役に立つ大

ていただいています。日本語の練習の他、日本社会への

学として生き残りをかけ努力されている姿をひしひしと感じ

理解も少しずつ深まっている気がします。日本人のお互い

ました。さて、本日は熊本南 RC 寿崎奨学会の今年度奨

への思いやり、一生懸命の姿、礼儀正しさなど、この社会

学生、熊本大学 章 丹芬（ショウ タンフン）さんより喜び

の良さが見えてきました。寿崎奨学会のおかげで、私は人

のレポートが届きましたのでご紹介いたします。

生が変わりました。皆様の恩を心がけながら、立派な新社

先月、一番うれしかったのは内定をもらったことです。

会人をめざし、頑張ります。

本当にうれしくて、信じられないほどでした。そして、周り
の親友から、祝福をいっぱいいただきました。みんなと一
緒に分かあい、私より嬉しそうな 顔を見て、幸せが倍に
熊本南
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なりました。す
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幹事報告（喜讀宣友君）

次年度クラブ管理運営委員会報告（坂本研一君）

1.次回（3/2）例会場は、都合により7F ガーデンバンケ

3/9（月）例会終了後、例会場にて「次年度 クラブ管理

ットに変更いたします。ご注意ください。

運営委員会 IM」を開催いたします。各委員長の方のご参
加をよろしくお願い申し上げます。また、各委員長は
3/20までに次年度の活動計画を提出いただきますよう

出席報告（坂本幸樹君）
会員数
６０名

出席数
３８名

出席率

前々回
修正出席率

66.67％

８３.９３％

出席規定適用免除者

5名

お願いいたします。
次年度地区研修セミナー報告（堀川貴史君）
先日お知らせしましたとおり、2/21（土）「RI 第2720地

欠席記録免除者 2名

区 地区チーム研修セミナー」が開催されましたのでご
報告申し上げます。13：00点鐘、野田ガバナーエレクト

名誉会員 ０名（会員数には含まれません）

より国際協議会報告ならびに地区方針の発表がござい
ました。その後分科会に別れ、ガバナー補佐会議と部門

例会変更のお知らせ

別会議が行われました。ガバナー補佐会議では、次年度

○西稜ＲＣ～定款に基づき休会

のガバナー公式訪問の日程調整、IM の内容についての質

[日

疑等ございました。部門長会議では、各部門の予算につ

程] 3月9日（月）１8：30～

○05福祉ＲＣ～清掃活動のため時間場所変更

いてや地区研修協議会の部門別協議会の打合せ、各部門

[変更前] 3月10日（月）１2：30～

の事業年度における活動内容の打合せ等行われました。

[変更後] 3月10日（月）7：00～

各委員会より色々な声をいただきましたので、取りまと

［場 所］ 県総合運動公園

めながら修正して来る時を迎えたいと思っております。

○西ＲＣ～職場訪問のため場所変更

次は3月28～29日、ここホテル日航熊本にて「会長エレ

[日

クト研修セミナー（PETS）」が開催されます。地区大会

程] 3月17日（月）１2：30～

［場 所］ リデルライトホーム

が3月21～22日ですので、大変お忙しい中ではございま

○水前寺公園ＲＣ～地区大会に振替のため日程場所変更

すが、皆様にはまたお世話になるかと思います。尚、地

[変更前] 3月18日（水）１2：30～

区大会では次年度の地区大会のキャラバンも行います。

[変更後] 3月21日（土）～22日（日）

是非ご協力のほどよろしくお願いいたします。

［場 所］ iichiko グランシアタ
○りんどうＲＣ～地区大会に振替のため日程場所変更

委員会報告

[変更前] 3月19日（木）１3：00～

ございません。

[変更後] 3月21日（土）～22日（日）
［場 所］ iichiko グランシアタ

●スマイルボックス（園田修司君）

○西ＲＣ～定款に基づき休会
[日

○渕田俊郎君・喜讀宣友君・後藤

程] 3月24日（火）１2：30～

西川尚希君

○05福祉ＲＣ～定款に基づき休会
[日

博君・坂本幸樹君

本日の卓話者、坂本研一会員に心から感謝しスマイル

程] 3月24日（火）１2：30～

します。タイ・プロジェクトの現状を皆さんに理解し

○菊南ＲＣ～親睦会のため日程場所変更

ていただけるよう、ご報告をお願いいたします。タイ

[変更前] 3月25日（月）１2：30～

に行かれた皆さん、ご寄付頂いた皆さん、ありがとう

[変更後] 3月25日（月）18：30～

ございました。

［場 所］ 未定

○堀川貴史君

○りんどうＲＣ～親睦会のため場所変更

2/21（土）「RI 第2720地区 2015-16年度 地区研修セ

[日

ミナー」をここホテル日航熊本にて行いました。次年

程] 3月26日（木）１9：00～

［場 所］ 未定

度ガバナー補佐、各部門長、委員長の皆様にご出席い
ただき、無事に終えることができました。いよいよ本

次年度奉仕プロジェクト委員会報告（漆島典和君）

格的なスタートです。副幹事の皆様には大変お世話に

3/2（月）例会終了後、熊日倶楽部にて「次年度 奉仕プ

なりました。感謝してスマイルいたします。

ロジェクト委員会 IM」を開催いたします。各奉仕プロジ
ェクト委員長の方はご参加をよろしくお願い申し上げ
ます。
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○野口泰則君

○丸山浩之君

坂本国際奉仕委員長のタイ・プロジェクト報告卓話を

先日2/15（日）熊本城マラソンボランティアでは鼻の

楽しみにしています。昼も夜も楽しかったでしょう？

手術治療のため欠席し、副委員長の馬場大介さんには

○山内昭徳君

Ⅱ

大変お世話になりました。また、SMBC 日興証券・NTT

先週は休みましてお礼が遅くなりました。タイ・プロ

西日本・損保ジャパン日本興亜の社員の方には多数ご

ジェクトでは皆様に大変お世話になり、ありがとうご

参加いただきました。ありがとうございました。感謝

ざいます。本日は坂本会員の卓話が楽しみです。

してスマイルいたします。

○今村浩昭君

★リレースマイル★

○漆島典和君・丸山浩之君・古財良一君・園田修司君

2/21（土）地区研修セミナーにご参加のガバナーエレ

永井富士雄君・北口

誠君

クト・各委員長・幹事・副幹事の皆さん、大変お疲れ

本日の卓話者、坂本研一会員に心より感謝します。早

さまでした。また、本日の坂本委員長の卓話を楽しみ

退しようと思いましたがやめました。

にしています。次回リレースマイルは馬場大介会員で
す。よろしくお願いします。

●会員卓話（坂本幸樹君）

○坂本研一君

「タイ・プロジェクト報告」（坂本研一君）

本日タイ・プロジェクト報告卓話をさせていただきま

平成 27 年 2 月 6 日〜11 日まで第 57 年度 世界社会奉

す。ほぼ真面目なお話となります。

仕委員会事業タイ・プロジェクトに行って参りました。

○浅山弘康君

まずは今回、急にお願いすることとなったタイ・プロ

先週2/16（月）職場訪問を行いました。訪問先の浜田

ジェクト里親支援に、35 名もの有志の皆様のご協力

醤油様に感謝しスマイルいたします。

をいただきましたことに心より感謝申し上げます。本

○寿崎 肇君

当にありがとうございました。

昨日2/22（日）、RYLA が大分で開催され、参加いたし

【タイ・プロジェクトとは？】

ました。3～10日かけて行うようなっていますが、10：

タイ・プロジェクトとは勿論皆様ご存じとは思います

00～15：00までの1日でした。ちょっと物足りない感

が野田会長年度、熊本南 RC50 周年事業として立ち上

じでした。来年は基本に沿って行うと堀川地区幹事エ

げ、10 年事業として継続しております。もともと世

レクトのお話で安心いたしました。

界のヤマちゃんこと山内会員が熊本西南 RC の田上会

○井上雅文君

員に共感され野口会員らと発足しました。タイの国土

2/22（日）第2720地区 RYLA セミナーにスタッフとし

は日本の 1.4 倍、人口は 6500 万人といわれています。

て参加させていただきました。参加者は RAC メンバー

山岳民族と呼ばれる人々はミャンマー、ラオス、ベト

や30歳前後の社会人を対象とし、グループ討論会では

ナム、カンボジア、中国などの越境民族です。それは

①1億円で起業するなら何をする？②将来の夢を語り

3500 もの部族があります。この山岳民族は必ずしも

合う、をテーマに行われました。色々ユニークな意見

タイ国籍を与えられる訳ではなく、さらに伝統的な焼

を聞くことができ、大変勉強になりました。ありがと

き畑農法（アヘン等）で移住を繰り返してきた生活様

うございます。

式が規制され貧困に取り残されています。山岳民族の

○井上雄一朗君

Ⅱ

子ども達は満足に学校にも行けず少女達は貧困から

先週、北口会員他皆さんから熊本城マラソン完走やボ

抜け出せると騙されては売られ過酷な労働を強いら

ランティアのスマイルを受けておきながら、お返しの

れているものもおります。その北部の山岳民族アカ族

スマイルをしていなくてすいません。先週は立つのも

の子ども達を救う施設の教育、生活、食糧支援です。

歩くのも億劫で、スマイル委員長のところへスマイル

その子ども達は教育を受けられずタイ語も喋れない

を持っていくことさえしんどかったのです。熊本城マ

書けない、そして麻薬の運び屋、強制労働、未成年売

ラソンを終え強く思ったことは「もうフルマラソン走

春等から救うために施設をつくりました。その施設は

りたいなんて～♪言わないよ～ぜぇったぁい～♪」で

メコン寮、若竹寮のふたつで計 92 名いるそうです。

す。ちなみに元会員の赤澤さんもトップダウンの指令

過去の活動にはメコン寮の浄水施設を建設、タイチェ

により挑戦しましたが30キロでギブアップでした。

ンカムロータリーと合同でジャンボーン小学校の浄
水施設の建設をしたそうです。
【今回の行動】
8:00 熊本駅集合〜チェンライ空港着 19;50
時差があるため延べ 14 時間
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2 時間の

メコン寮への視察、メコン寮浄水施設視察、メコン寮へ
の支援金支援米贈呈式、日本語教育授業参観、若竹寮へ
の視察、子ども達からの歓迎式典、里親支援贈呈式、子
ども達全員を連れて焼き肉食べ放題パーティー、際田前
会員の生活物資買い出し支援、原田先生と国立ダムロン
高校視察、校長先生と会談。また、北タイの現状把握の
ため喜讀幹事と私はミャンマーラオスの国境地帯視察。
支援金 135 万円
世界社会奉仕 30 万
里親支援 35 万
里親 70 万
米 20 万円
日本語教育 10 万円
寮支援（崩れた塀、生活物資、食料等）75 万円
【感想】
私は 2 回目の渡タイになりますが国際奉仕委員長として
奉仕の難しさを考えました。この奉仕活動は子ども達が
自立するためのスタートラインをつくること、スタート
できる環境に導くことである、と。前に卓話にいらした
原田先生はこの寮での教育で日本語に興味を持ちダム
ロン高校の日本語学科に進み、タイと日本の架け橋にな
る子どもになって欲しいと。まさにその通りだと思いま
した。少しでも間違えるとただの金くれ金くれの乞食の
子どもにしてしまう可能性もある。それと毎年渡タイす
る意味も解りました。日本政府の経済支援活動のように
金だけ渡してもまともに使われない。同じように毎年出
向き人に触れ、子ども達にどう使われ、子ども達がどう
成長したかを確認する。これが毎年出向く意味なんだと。
【今後について】
今回 8 回目のタイ・プロジェクトになり、あと 2 回で満
了します。原田先生の手紙のように今以上に日本語学習
環境を整えることもひとつ考えるところでもあります。
10 年目までには今後どうしていくか、何をしていくかを
熊本南 RC として考えていかねばならないことを想い、
タイ・プロジェクト報告とさせていただきます。
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