
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 

※国際奉仕委員会担当～卓話※ 

「きれいな水をタイの子供たちに」 
講師 /タイ・バンコク訪問団による報告会 
  

＊初めに訪問団の団長・新関彌一郎ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰより 

  今日の流れのご挨拶がありました。 
                         

① 浄水器支援の今までの経過～武山茂 
私たちの訪問団は新関彌一郎ＰＧ、阿部米位ＰＰ、今田

治雄ＰＰ、私武山、地区から酒井 彰ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、和田

實ﾛｰﾀﾘｰ財団奉仕Ｐ委員長、の６名でありました。この映像

は｢ｿﾝﾌﾟｰﾝ｣でｼｰﾌｰﾄﾞ・ｶﾆ料理を食べている所です。ｽﾘ

ｵﾝﾛｰﾀﾘｰから、梅村・中島・山田氏を招待しました。 

さて、｢タイの子供たちにｷﾚｲな水を｣の浄水器支援の経

過ですが、当クラブでは ２００５年～２０１３年の９年間で約 

２０万×３年・15 万×６年で １５０万の寄付支援をしてきま

した。ＲＩ財団が“ﾏｯﾁﾝｸﾞ・ｸﾞﾗﾝﾄ”でその都度同額支援を

してくれるので、合計 30０万 １器 １５万の浄水器を９年間で

２０器支援しました。くしくも２０１４年６月の“ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金”

申請が6・30に確定し ３００万、浄水器２０器がタイの２０校に

設置されました。我がクラブは、１０年間で ４０校に浄水器を

支援したことに成ります。 

② アムナートジャルン県の２０校の一つ、ポングヒン校の贈
呈式に参加～今田治雄 

 私たちが小学校の門をくぐると、生徒さんたちが日本の旗

を振りながら沿線沿いに並び歓迎してくれました。県知事・

教育長・軍服の様な正装をしている方々が２０校の先生と校

長先生です。警察・軍関係の皆さん・近隣の住民を含め、地

元のＲＣのﾛｰﾀﾘｱﾝ、総勢 ４５０名を超える贈呈式と成りま

した。式典は、子供たちの「手を洗いましょう」のダンス、各関

係者の歓迎のあいさつ、私達を代表して、新関彌一郎ＰＧ、

酒井彰ＧＥのお二人が挨拶を行い盛大な拍手を頂戴した。

なかでも知事の歓迎の挨拶は国王の祭壇に蝋燭を灯す事

から始められ、銅鑼を鳴らしての正式で 

の始まりで厳かな雰囲気であった。贈呈 

式のメインでは私達より 20 校の校長先生 

に１メートル四方の目録パネルとサッカー 

ボール等３個ずつの贈呈を行いました。 

昼食等を御馳走になり盛大なセレモニー 

が終了しました。 

通算例会 1423回  

本年：34回 

例会日：2015年 03月 25日

例会場：天童ﾎﾃﾙ 

クラブ会報委員長 武山茂 

知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

国際ﾛｰﾀﾘｰ認証番号 1653番 
認証加盟日 1985年 4月 11日 第 2800地区第 3 ﾌﾞﾛｯｸ 
例会日 毎週水曜 12時 30分~13時 30分 会場：天童ﾎﾃﾙ 

2 0 1 4 - 2 0 1 5  会 長  村 山 光 男  幹 事  古 瀬 正 勝

地区目標 

奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に

会長代理挨拶  鞍掛彰秀副会長 

平成 27 年 3 月 25 日

皆さんこんにちは。先日、 

当クラブ次年度の、第１回 

理事・役員会が天童ホテル 

で開催され、次期会長の米野 

さんから、素晴らしい方針 

が発表されたところであり 

ます。私も追いかける立場としてあれこれ考えさ

せられました。 

私事で恐縮ですが、この４月から、天童中部小学

校の学校内科医を、耳鼻科医の当クラブ会員櫻井

先生と共に、仰せつかりました。有難い、遣り甲斐の

ある仕事です。この学校はこれまで担当してきた小

学校とは違い、７００名以上の生徒が通う、マンモス

校です。そして、１００名以上が、学童保育を利用し

ている状況があります。 

ここでいろんな思いが巡ります。地下鉄サリン事

件から２０年、世界中で勃発しているテロ、これらの

背景には、子供たち、若者達の、愛情不足からくる

孤独感、将来へ不安が広がっていると言われていま

す。子供たち、若者は、元来、とても素直であるため

に、良いことも時には悪い事でも良しとして受け入れ

てしまい、一旦ある思想に染まるとなかなか抜け出

せません。殺人を肯定する宗教も受け入れてしまう

のです。私はロータリアンとして、学校内科医とし

て、少しでも地域の子供たちの心の隙間を埋める努

力をしていきたいと思っています。是非、次年度青

少年奉仕委員長の志田さんのご指導を仰ぎたいと

思っております。挨拶を終わります。 

③ｽﾘｵﾝＲＣの例会訪問～阿部米位 
  ２０１５・３・１０にｽﾘｵﾝＲＣの例会に参加しました。例会場は、インターコンチネンタルホテルの４階。通常例会の開催は

ＰＭ７：００からですが、私たちの帰りのフライトに合わせ、早く開会して頂きました。出席者・ビジターを少なくする迷惑を掛

けたものの、新関彌一郎ＰＧ・酒井 彰ＧＥ・和田 實 財団委員長の参加に大変感動して頂きました。ｽﾘｵﾝＲＣの会員
は１６名、事務局のＭrＸ君はオカマですが優秀な方で、日本の東大と同格のチュラロンコン大学卒業です。このＸ君が
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金の申請受け側の担当でＲＩ財団の申請審査に大検討をして頂きました。 
ｽﾘｵﾝＲＣの例会は、ドラで開始、続いてタイ国家・君が代斉唱で始まりました。独特なのが、ラッキードローと言って受付

で１００バーツを名前の書いたカードと共に大きなグラスに入れると抽選で景品が当たります。来訪者のお土産や差し入

れをセリを行ない活動費の糧としているのはとても面白いと思いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

出席報告   伊藤敏明 委員 

本日会員５1 名（義務者 50 名） 

・出席者３７名・出席率 74.00％ 

※前々回出席率を：：：％⇒ 

88.00％に修正致します。 

スマイル  （平成２７年０３月２５日例会） 紹介：佐藤栄治 委員 
 

（前回報告漏れ） 
伊藤 繁   ３月３日に７８歳となりました 
 
(タイ訪問関係) 
新関 弥一郎 タイ訪問の話楽しみにしてください 
米野 幸治  タイ訪問団の皆様ご苦労様でした 大変喜ばれよかったです 
志田 泰久  バンコック報告会楽しみです 
赤塚 弘実  きれいな水を子供たちに！アイちゃんから再会のメール頂く 
阿部 米位  浄水器プロジェクト無事終了 報告させていただきます 
斉藤 幸雄  タイバンコック訪問団の皆様ご苦労様でした お話楽しみです 
古瀬 正勝  タイバンコック訪問団浄水器贈呈式報告会楽しみです  
       月曜・火曜と二日間酒田雛祭りに行ってきました 
武山 茂   タイ浄水器贈呈式の報告を担当します 
野川 晶弘  新関 PG阿部さん武山さん今田さん卓話よろしくお願いします 
鞍掛 彰秀  タイバンコク訪問団ご苦労様 ご報告楽しみです 
（お祝い） 
高橋 繁夫  水戸部秀一さんの再入会を歓迎します 
緑  三郎  結婚記念日 
土屋 政浩  結婚記念日 

幹事報告   古瀬正勝 幹事 

①２８００地区 2014－2015 年度ガバナー事務所よりＲＩ会

長賞の申請書類が届いています。 

②白鷹ＲＣより、創立 50 周年式典・祝 

賀会の案内が届いています。期日は 

5/30(土)、会場はパレス松風です。 

③立川ＲＣより、創立 40 周年記念式典・ 

祝賀会の案内が届いています。期日 

は 6 月 21 日（日）、会場はグランドエルサンです。 

④４/８の例会は会場がｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅに変更になります。 

⑤本日例会終了後、９階「孔雀の間」において３０周年記

念事業実行委員会を行います。 

※私事ではありますが、23 日～24 日の二日間友人と、湊

酒田の雛祭り(雛街道)に行って来ました。山居倉庫、本

間家旧本邸、旧鐙屋、本間美術館、山王ｸﾗﾌﾞなど見

学してきました。山王ｸﾗﾌﾞの二階 106 帖には「傘福」が

下げられていました。日本三大つるし飾りは、酒田｢傘

福｣、福岡柳川の｢さげもん｣、静岡伊豆稲取地区の｢つ

るし飾り｣が日本三大つるし飾りと言います。飾り物には

幸せの願いが込められているそうです。 

紹介･コラム H２７年０3 月 25 日 
＊今回は１０年前に退会され、この度 

再入会された“水戸部秀一”さんを紹介 
します。水戸部氏は、チャーターメンバー 

と言って天童東ＲＣ創立会員の一人で 

ありました。１９８５年～２００５年の２０年間 

在籍しており、１９８６年～１９８７年には第３代会長を務めました。

その時の幹事が新関彌一郎パストガバナーでした。時の流れ

を感じる思いがします。水戸部氏は英語がとても堪能と聞いて

おりました。私も交換留学生の担当になった時に通訳等をお

願いしようかと思いましたが、大先輩だったので遠慮してしまい

ました。現在、テンスイ醤油㈱の会長職を勤められておられま

す。１０年のブランクを乗り越えた再入会に感謝の拍手を送り

たいと思います。 

その他の担当と報告     
＊司会～乙高昭市・副ＳＡＡ 

＊職業宣言文唱和～工藤一夫・30 周年式典部会長 

＊ソング 「四つのテスト」 

＊タクト ～永山和敏・親睦スマイル委員 

＊講師紹介～野川晶弘・国際奉仕委員長 

＊委員会報告 なし 

④新関彌一郎ＰＧより財団資金活用のまとめがありました 

 ※私たちの財団寄付金の地区シェア分が３年後に戻って

くる。 一つは５０％が国際財団活動資金(ＷＦ)として、そ

の資金はﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員会が使途を決定し、クラ

ブと地区が計画する“グローバル補助金”として使用でき

る。Ｇ補助金は 2 ケ国以上のクラブが６つの重点分野に

関するプロジェクトを共同提唱する時に使われる。 

 もう一つの５０％は地区財団活動資金(ＤＤＦ)として使わ

れ、地区が使途を決定して、地区補助金に使われる。 

 ﾛｰﾀﾘｰ財団のプログラムは、上記２つのほか “ﾊﾟｯｹｲｼﾞ

ｸﾞﾗﾝﾄ”“ﾛｰﾀﾘｰ平和ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ”“ﾎﾟﾘｵ・ﾌﾟﾗｽ・プ

ログラム”の５つがある 


