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四つのテスト

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるかどうか？

創立：１９７５年１１月　７日
承認：１９７５年１１月２４日

２０７４回通常例会
1. 点　　鐘　髙田住男　会長 

1. 会長挨拶　髙田住男　会長

1. 幹事報告　齋藤敏文　幹事

1. 卓　話　金本・水野　会員

1. 点　　鐘　髙田住男　会長

会 長 挨 拶
　　　　会長　髙田　住男

した仕事で活躍していくことを目

指す専門職業人のための奨学金支

援。

　具体的な支援方法として、ロータ

リーの友などに掲載・紹介されてい

る事項（一端）は、以下の通りです。

① ２０１８年夏・平和フェローのガ

ルシアさんの支援

　ミャンマーのロヒンギャ難民を受

け入れるバングラディッシュ・コッ

クスバザールで難民支援（気候によ

りもたらされる衛生問題、女性が直

面する諸問題、今最も必要とされる

支援）に当たり、長期的な観点から

問題解決を呼びかける。

② 東京米山友愛ロータリークラブの

川妻二郎さんの取り組み

　自らの「ヒロシマ」被災者として

の経験を語り、平和活動へ身を投ず

る活動　

　この目標については、我がクラブ

は、タイのアカ族についての支援を

来年度周年行事の一環で考えている

こと、そして本日、水野さんから報

告があります。皆さんと共に、じっ

くり平和についての取り組みについ

て考えてみようと思います。
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①   2 月のロータリーレートは 1 ドル＝ 110 円

しょうか？　私の友人に DV（配偶

者暴力・夫婦間暴力）の保護施設で

あるシェルターを設置して、DV に

あった女性を保護していますが、何

故、妻を、子供を殴るのでしょうか？

　自分の思い通りにならないからで

しょうか。思い通りにならないと他

人の悪口を言う、言い訳をする、他

人を批判する攻めるなどはよく見ら

れる光景ですが、殴るというのはそ

ういう理由でしょうか。限度を超え

ると見境がなくなるのでしょうか？

　奇しくも、２月のロータリーの重

点分野は「平和と紛争予防／紛争解

決」です。ロータリーは、「平和と

紛争予防／紛争解決」のための研修、

教育、実践を支援します。この重点

分野の目的と目標 ロータリー財団

は、ロータリアンが以下のような形

で、平和と紛争予防／紛争解決を助

長するのを支援します。

①  紛争予防と仲裁に関する、リー

ダー（リーダーとして嘱望される

若者を含む）の 研修。

②  紛争地域における平和構築の支

援。

③ 平和と紛争予防／紛争解決に関連

　悲しい事件が野田市で起きまし

た。「お父さんに　ぼう力を受けて

います。夜中に起されたり、起きて

いるときにけられたり　たたかれた

りしています。先生、どうにかでき

ませんか。」

　大人の対応が　父親によって１０

歳の少女を殺してしまいました。

１０歳と言えばかわいい盛りです。

どうしてこんな事件が起こるので
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①地区財団統括委員会　水野　晋治　副委員長

　Zone2 研究会に参加してきました

②４５周年準備委員会　日暮　肇　委員長

　来週の例会後に委員会を開催します。

③青少年奉仕委員会　水留　茂之　委員長

　2/2 ～ 3　RYLA 参加します。

④増谷　信一　会員

　大相撲柏場所が開催されます。　

⑤社会奉仕位委員会　宇田川　博司　委員長

　卓話にいらした「未来のこどもネットワーク」笠井さ

んが読売新聞で紹介されました。

⑥職業奉仕委員長　秋元　慶一　委員長

　シンガポール親睦打ち上げ旅行について連絡。

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 齋藤　敏文
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卓 話 「 タ イ ・ ア カ 族 支 援 」 訪 問 報 告 　 　 　 　 　 　 金本元章会員・水野晋治会員

タイ北部で突きつけられた「貧困」の現実
「アカ族の悲しい歴史」
　タイには、2010 年の時点で約 95 万人の山岳民族が

いると言われています。アカ族は 19 世紀以後に中国雲

南省から、タイやミャンマーに移住してきた民族でタイ

の歴史では浅い。先祖は中国の先住民チャン族で 4 世

紀から 8 世紀にかけて雲南省に住みついたと考えられ

ています。現在では、海抜 1000m 以上の山岳地帯に住

み山頂付近の山の斜面に集落を形成します。その内の約

5 万人がチェンライというタイ北部の県に住んでいると

言われています。

　かつては、アカ族の人々は伝統的な焼畑農業を行い半

遊牧民的な生活を送っていました。また、換金作物であ

るオピウム ( 麻薬であるケシ ) 栽培を行っていました。

しかし、現在はタイ政府によって焼畑農業もオピウム栽

培も禁止されています。今では、一族で村を作り、森で

狩猟、小規模な作物を育て、鶏、豚などを飼育して暮ら

しています。私たちは、台風が過ぎるまで家でじっとし

ていればいいが、だが彼らは次の年に食べていけなくな

る。栄養失調と下痢が重なるだけで死ぬこともある。

アカ族の村の子ども寮「夢の家」
　タイの北部のチェンライから車に揺られて 2 時間、

ドイチャーン山の中に子ども寮「夢の家」がある。ここ

では 20 人前後のアカ族の子供たちが共同生活をしてい

ます。山岳の村々からは学校は遠く離れている。そこで、

子どもたちは親元を離れ、寮に寝泊まりしながら学校に

通っています。中には離れる親すらいない子もいました。

　アカ族はもともと文字がなく、読み書きが必要となる

場合は必然的にタイ語をつかいます。子ども寮で最も力

を入れるのはアカ語の継承です。子どもたちはタイの普

通の学校で学ぶため、授業で使うのはタイ語ですが、寮

ではアカ語で、話すのがルールだそうです。アカ族とし

ての文化をここでは、教えています。

　タイ奥地の村で、出会った、アカ族の子どもたち。私

は、この場所で「貧困とは何か」ということを改めて考

えさせられました。

　素朴な疑問が浮かぶ。さらに奥地はどうなっているの

だろう、と…

　1 月 18 日から 20 日まで金本会員と共に北タイチェ

ンライの山奥「アカ族」の村に行ってきました。チェン

ライにはバンコクから国内線を乗り継ぎます。ミャン

マーやラオスの国境に近く、これらの国にまたがってア

カ族などの少数民族が暮らしています。

　夢の家は 20 年ほど前、アカ族出身のアリヤさんが始

めた子供寮です。現在 20 数名の小学生から中学生の子

供が共同生活をしています。アリヤさんはこの近くの

村の出身で、21 歳の時、親が面倒を見られない幼児の

ために保育園を作ったのが始まりで、保育園を卒業して

も、家庭の都合で小学校へ行けない子供がいる。流れで、

学校の近くに子供寮を建てて、そこから子供達を小学校

に通わせた。以来、彼は 100 人を越える子供達の面倒

を見てきました。自分の収入だけでは寮の運営が難し

く、財政的な危機が何度かあった。何とか日本や欧米の

NPO の援助で乗り越えてはいるが今でも決して楽では

ない。そこで 12 年前日本人ロータリアンの原田義之さ

んが手を差し伸べました。以来日本各地のロータリーク

ラブから支援が安定的に届いています。例えば子供たち

を命の危険から守る寮の壁、雨風をしのぐ建物、二重天

井になった事で夏場 10 度温度が下がった寮の教室兼食

堂。寮の唯一の現金収入の元となる豚、時には救急車と

なるトラックなどたくさんの支援が届くようになり、寮

の運営はとても安定し、子供たちにも笑顔が戻りました。

ここに来るまで 10 年かかったと原田さんは語っていま

した。今回は山口県央ロータリークラブさんの継続事業

に相乗りさせていただきました。このクラブでは 2013

年から継続的にアカ族を支援しており、20 数名の小さ

なクラブですが、現地に何度も足を運び、現地目線での

支援をされています。寮唯一の現金収入となる豚と豚舎



を送ったり、毎年子供たちを社会見学に連れ出したりし

ています。

　今回山口県央ロータリークラブさんの社会見学事業に

同行させていただく事になりました。アカ族の村は麓

の町から 1 時間程山間部を走ったところにありました。

子供寮に着くと子供たちが笑顔で迎えてくれました。社

会見学を前に子供たちに山口県央 RC よりお小遣いが渡

されました。子供たちも大喜びです。その後近くのレス

トランで昼食を取り、動物園に行きました。そして、私

たちのクラブの国際奉仕事業である「冬服支援」のため

町の市場により思い思いの服を買いました（基本的には

買う服がある程度指定されていて、その幅の中で選んだ

のですが、小さい子は自分の好きなものを買っていまし

た）。中には初めて自分の服を買う子もいて本当に嬉し

そうでした。その後植物園に行き、夕食はバーベキュー

レストランへ行きました。普段お肉は週に一切れしか食

べれない子供たちは好きなだけお肉やデザートを食べ大

満足の様子でした。その後子供たちは同じホテルに泊ま

り、翌朝反省会にて思い思いの感想を書き発表しました。

印象的だったのは服を買った事が嬉しかったという意見

が非常に多かったです。最後に靴下、チョコレートをプ

レゼントしてお別れました。皆様の支援へのご理解に感

謝致します。

原田義之さんの「北の便り」より抜粋

＜北の便りー 1,190 －＞ 2017.1.11 日版

　３３６０地区チェンライ RC パスト会長便り

「無国籍の子、ブチュちゃん」第１話　　３月に梓書院

から刊行予定の、続編「輝く瞳に会いに行こう」の一部

から、紹介をしよう。全編７部構成だ。第２部に「アカ

族子供、今」がある。その第４章「無国籍の子、ブチュちゃ

ん」第１節「不幸な生い立ち」からの本文抜粋だ。　ア

カ族子供寮をアカ族のアリヤさんが運営する。貧困なア

カ族の子２５人を、学校がある村の寮に、２０，３０キ

ロ離れた山奥から連れてきて面倒見る。せめて小、中校

だけでも学ばせたい思いからだ。　私は講演謝金や書籍

売上も投じて子供たちを助けてきた。今では私の奉仕を

支える「アカ族子供就学支援基金」が助けるが、彼がそ

れを賄う金額にほど遠い。　何処か暗さを持つ寮生がい

た。彼女の名前はブチュちゃんだ。私はかねがね気にし

ていた。　アリヤさんに尋ねた。彼は一人で抱えていた

悩みを打ち明けるように話してくれた。それは２年前の

ことだ。「彼女は小学校５年生です。お母さんは３度再

婚して、二人の主人は病気で亡くなりました。３度目の

主人は度重なる麻薬の運び屋で、獄中生活２０年の刑期

中に亡くなりました。そしてそのお母さんは彼女が１０

歳の時に、デング熱で亡くなりました」と。

明日の第２話に続く。

　無国籍の子ブチュちゃん姉妹は全国の有志のロータリ

アンによって作られた「アカ族子供就学支援基金」が里

親となり、安定的に中学までは学べるチャンスを得られ

ました。アリヤさんは言います。「子供たちにチャンス

をあげたい」。第二次世界大戦を始めとする様々な歴史

的な背景によって多くが無国籍のまま暮らしています。

識字率もとても低いです。でもチャンスがあれば彼ら、

彼女らはしっかり勉強し大学まで行き、国籍を付与され

る子も出てきました。我々にできる事はわずかな事です

が、彼らにはとても大きなチャンスとなっている事を確

信しました。タイアカ族支援へのご理解を今後ともよろ

しくお願い致します。



次回の例会は 2 月 15 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野　肇・住田　みゆき・竹澤　雅彦

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

ゲスト
丁　亮（米山奨学生）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	本人誕生日：日暮、中嶋、中村博亘、松本ユミ　会員

★	パートナー誕生日：増谷　会員

★	結婚記念日：水野、志村、前田　会員

ゲスト　米山奨学生　丁亮　様

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１８名

石井、江波戸、岡島、影山、小林太時、小林正直、

小林直人、東海林、杉山、助川、鈴木一弘、住吉、

竹澤、中塚、升谷、柳、山田　　　　　会員

出席率　74.62％

会員数

欠席者

誕生日おめでとうございます！

これからの例会予定

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
2月 15 日 金 通常 井上哲夫様（国際毛髪皮膚科学

研究所所長）
2月 22 日 金 休会 2月 22 日に振替
2月 27 日 水 合同 11 グループ IM
3 月 1 日 金 通常 台中港ＲＣ報告
3月 8日 金 夜間 インターゴルフ

欠席報告は、水曜日の正午まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」まで

※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460)
クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

開催　日時 会　長 髙　田　住　男
開催　場所 幹　事 齋　藤　敏　文
理　　　事 出欠

髙田住男 ①新入会員候補者の件 大久保文宏様（1967年=S42年5月23日生 51歳）
秋元慶一 事業所/役職：社会福祉法人新柏会/副理事長　柏市中原1815-5
岡島昭信 職業分類：老人ホーム　推薦者；松本隆一郎・増谷信一会員
金子　正 ②新規奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けの件
金本元章 カウンセラー　榊隆夫会員
小林太時 ③報告事項 ❏2018-19年度1月決算報告
嶋田英明 ④その他 ・5/17（金）「大人と子供のための読み聞かせ会」の件
増谷信一 ４月にならないと約束できないとのこと、よってキャンセル

松本ユミ ・打ち上げ旅行（シンガポール6/13～16）旅費２２～２４万円
水野晋治 ①髙島屋さん接待
安田勝紀 ②パンダンRC（ｼｪﾗﾄﾝH会場）ﾋﾞｼﾞﾀｰﾌｨ42$ 例会12:45-13:45

柳肇 ③４月末で締め切り、キャンセルは１ヶ月前まで
齋藤敏文 ●次回理事会　2019年　3月1日（金）

　柏西ロータリークラブ2018～2019年度　第9回理事会　資料　

　2019年　2月1日　例会終了後
　ザ・クレストホテル柏

議　　題　　概　　要


