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SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
2021〜22 年度年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

Shekhar Mehta

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 32 回例会 2022.5.16（＃2343）
例会ホスト・紹介係
受付係
吉沢君
司会者
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

住吉君
吉田君
保科君
崎山君

前回の報告
第 31 回例会 2022.5.9（＃2342）
例会ホスト・紹介係
受付係
木寅君
司会者
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

山本君
須藤君
守屋君
藤田君

卓話 「日本と世界のスポーツ文化の違い」

卓話 オープン例会

「合気道とは」
植芝守央会員

サッカー評論家 セルジオ越後氏
紹介者 飯嶋会員

会長報告
1）みなさまGWはゆっくりされたでしょうか？ 新緑の良い季節になりました。
本日は、テレビでもお馴染みのサッカー評論家のセルジオ越後様より卓話を頂きます。
2）来週は、満を持してオープン例会です。 入会をお勧めしたい方々をみなさまでおもてなし致しましょう。
宜しくお願いいたします。
3）米山奨学生のフさんが出席です。
4）今夕は、吉沢会員・住吉会員・山田俊之会員を囲んでの新入会員歓迎会です。
幹事報告
1）来週のオープン例会は、折角の機会ですので、お知り合いを是非おつれください。 事前にお連れするお客さまの
簡単なプロフィールをお知らせ下さい。
2）急なセッティングでしたが、住吉、吉沢、山田俊之会員の歓迎会を維新號にて開催致します。 時間厳守でお集まり
ください。
3）6月1日のKRGゴルフ会にご参加ください。
例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

会員総数 44名 出席会員数 23名

中村英明様（東京練馬中央 RC）

ゲスト

1名 ｵﾝﾗｲﾝ参加 3名

ビジター

1名 その他

0名

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局

1名

────────────────

6/17 日開催のイベントのご案内に伺いました
どうぞ宜しくお願いいたします。
荘村会員：GW はいかがおすごしでしたか？
残り 2 か月、宜しくお願い致します。

飯嶋会員：本日はセルジオ様にお話を
お願いしています。 皆様宜しく。
夫人誕生日：保科会員（5/1） 秋山会員(5/6)
結婚記念日：時園会員（5/9）木元会員（5/17）
細谷会員：82 歳の誕生日祝い

次回予告
第33回例会 2022,5,23（＃2344）
会場：舞の間
例会ホスト・紹介係
秋山君
受付係 守屋君 山田剛史君
司会者 山本君
ソングリーダー 崎山君

卓話「世界初、AI スマート空調」
神戸大学特命教授 長廣 剛氏
紹介者 飯嶋会員

5月31日(火)「クラブと会員が主役」の地区大会、お楽しみに
今年度は残り2か月となりました。とは言うものの、地区大会が5月31日
(火)に延期になり、また一日だけの開催となりましたが、皆さんにおかれ
ましては、全員出席でお願いいたします。
来ていただいて損の無い地区大会になることを請け合います。
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ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ・ﾊﾞﾘ・ヌサドウアの活動
ヌサドウア RC 行本 正晴氏（3/14 卓話

THE ROTARY CLUB OF TOKYO KOJIMACHI

吉田会員紹介）

私は、バリ島にあるヌサドゥア
ロータリークラブから来ました。
2 年半前に貴クラブの方から、
バリ島で口唇口蓋破裂に苦し
む子どもたちを救う活動にご賛
同いただき、多額の寄付を頂
戴しました。本当にありがとう
ございます。今年 12 月 21 日までに 80 件の手術を終了
する予定です。来年 1 月以降、ファイナルレポートとして
詳細なご報告をさせていただきます。
こうしたご縁から、姉妹クラブの合意書に締結させてい
ただきました。東京麹町 RC の皆さま方と活動できること
を大変うれしく思っております。
インドネシアは、1 万 7000 の島が点在する国です。人口
は 2 億 7000 万人と日本の 2 倍以上、面積は 192 万平方
キロメートルと日本の 5 倍以上あります。多くの部族と言
語を抱える、大変多様性に富んだ国で、1920 年代、当時
のスカルノ大統領が音頭を取ってインドネシア語を作った
のですが、今でも 3000 万人ぐらいしか日常的には使って
ないのではないかといわれています。ただ、どこの島に行
ってもインドネシア語は通じる状況です。
インドネシアは、1945 年 8 月 17 日に独立宣言をしまし
た。しかし、かつて植民地支配していたオランダがなかな
か独立を認めなかったため、独立戦争が 4 年間も続きま
した。そのとき、2000 人の旧日本兵が独立運動に参加
し、半数が亡くなりました。そのこともあって、インドネシア
は大変な親日国です。
バリ島は貧困層の住民が多いのですが、私がバリ島に
移住した 10 年ほど前と比べれば豊かになってきました。
しかし、バリ島は観光業で食べている人が多いので、コロ
ナで状況が一転し、貧しい人がますます貧しくなっていま
す。
私は、移住して最初の年は自分のことでいっぱいだった
のですが、2 年目には周りに目が向くようになり、いかに
貧しい人が多いかということに気付きました。そこで、何か
できないかと思ったときに、ある絵画展のオープニングパ
ーティでロータリーのメンバーと出会い、困った人たちを
助ける活動をしていると聞き、これだと思ってロータリーに
入会しました。当時はヌサドゥアではなく、そこから派生し
たスミニャックというクラブに入りました。当時、バリ島には
ロータリークラブが 16 あり、会員は約 300 名いました。現
在はクラブ数が 21、会員数は 386 名に上ります。
バリ島ではいろいろなプロジェクトを行いました。印象的
だったのは、山から水を引いて村に簡易水道を作る活動
です。

それまで住民の皆さんは 1 時間ぐらい山を登った所にあ
る泉から水をくんでいたのですが、泉からパイプラインを
引いて貯水槽に水をため、家々に水道を通しました。
それから、ヌサペニダ島という島は非常に土地が痩せて
いて、昔は流刑地にもなっていたのですが、そこの住民た
ちが現金収入を得られるようにと 58 頭のヤギを贈るプロ
ジェクトを行いました。また、その島では高校生に奨学金
を付与するプロジェクトも行いました。その後、大学生へ
の奨学金も提案したのですが、スミニャックのクラブに反
対され、どうしても大
学生の奨学金事業
を行いたかった私は
ヌサドゥアのクラブに
移籍しました。そし
て、ヌサドゥアでも高
校生の奨学金を始
めました。最初の年
は 30 名、昨年は 100
名程度を対象にしま
した。
奨学金授与の様子
ヌサドゥアでは無事に賛同が得られ、今年からは大学
生への支援を始めます。奨学金を付与するためには資金
の手当てが必要ですが、私を含む 3 名が出すことにしま
した。3 人で 3 名の学生を 4 年間支援することにしたので
すが、候補 6 人から 3 名を落とすことができず、結局 6 名
全員を支援することにしました。
プロジェクト全般にいえることですが、誰が支援している
のか、誰に支援しているのかという、顔の見える支援が大
切ではないかと思います。こうして姉妹クラブとしての縁を
頂いたので、麹町 RC の皆さんにもこのプロジェクトに賛
同していただけるとうれしいです。
ク ラ ブ だ よ り N o. 3 2

5 月 23 日（月）17：00～ ＠維新號
新旧合同のクラブ協議会を開催致します。
今期、次年度の各委員長は必ずご出席下さい。
引継ぎを委員長同士で済んでいる方は、18：00～の
懇親会からご出席下さい。
東京麹町ロータリークラブ
設 立
例会日
例会場

1968 年 6 月 17 日
月曜日 12：30
ホテル･ニューオータニ
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