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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1972 回例会
平成 30 年 10 月 22 日(月)
12:30～ 海南商工会議所４階
卓 話
米山記念奨学生 アマル・ジュリアン・サミュエル 君

１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「それでこそロータリー」
３．ゲスト紹介 米山記念奨学生
アマル ジュリアン サミュエル 君
４．ビジター紹介
有田ＲＣ 脇村 重徳 様 松村 秀一 様
５．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 27 名
出席率 65.85 ％
前回修正出席率 50.00 ％

会長 山畑 弥生 君
６．会長スピーチ
皆さん、こんにちは！本日は、IM
開催のホストクラブであります有
田 RC の IM 特別実行委員会委員長の
脇村様と、同じく IM 幹事の松村様
にお越し頂き有難うございます。後
程、ご説明を宜しくお願い致します。
それから、ジュリアン君、去る
10/4 和歌山城南ＲＣで米山学生ス
ピーチご苦労様でした。大変立派なスピーチをされた
と阪口カウンセラーからお聞きしております。本日も
宜しくお願い致します。
では、先ず、クラブ細則第 3 条第 1 節によります「理
事及び役員の選挙」をする年次総会が近づいて参りま
した。その年次総会の前にクラブの定めるところによ
り指名委員会を設置することになっておりますので、
お諮り致します。例年通り理事会メンバーを指名委員
会とさせて頂いて宜しいでしょうか？（ご承認頂き有
難うございます）
次に、先日、社会奉仕委員会の活動で、こども食堂
3 施設（海南市 2・紀美野町 1 施設）へ寄付金授与に
行ってまいりましたので少しお話致します。(別掲)
こども食堂のボランティアの方は、中高年が多数なの
ですが紀美野町のこども食堂（キノコ食堂）には、地
域のボランティアの方々に交じって和歌山大学の先
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

生と学生、そして、海南高校(大成校舎）の学生も参
加しておりました。和歌山大学と紀美野町は 2016 年
から地域社会の発展と学術の振興に貢献する為に、地
域連携推進の包括協定を締結しているとの事で、その
一環として大学が地域インターンシップ（LIP）に取
り組み観光学部のゼミの先生と学生が、こども食堂の
ボランティアに参加しているとのことで単位の認定
もあるそうです。学生達を見ていますと「学問のある
人を教養人と云うのじゃない、人のつらさに敏感であ
る人を本当の教養人と云うのだ」と云う太宰 治の言
葉が思い出され、学業もさることながら、この様な地
域に根差したボランティア活動の経験から人の心を
くみとり思いやりのある心豊かな本当の教養人にな
って行くのだろうと思いました。
そこで私の提案ですが、ロータリーも各学校に働き
かけロータリーの奉仕活動に学生ボランティアを派
遣して頂き、私達と一緒に活動すればロータリーの奉
仕の理念を伝えることが出来ると共に、私達ロータリ
アンも必然的に襟を正し、なお一層奉仕活動に努めな
ければならなくなり、互いに相乗効果が得られるので
はないかと思います。そして、欲張りにも、この活動
をきっかけに将来ロータリアンとなって頂ければと
願います。また、当クラブは、ローターアクトクラブ
がなくなって以来、青少年奉仕活動が休止状態ですの
で、出来れば青少年奉仕委員会の活動としてトライし
てみてはどうかと考える次第です。
次に議事録開示に伴い 10 月 11 日の理事会議事録を
各テーブルに配布しておりますので補足説明を致し
ます。協議事項 8）会議所駐車場の件ですが、商工会
議所が 11 月から来年 3 月迄、耐震工事に入る為、会
議所前の駐車場は、資材置き場となり使用できません。
又、現在使用しているモスバーガー裏の駐車場も 12
月末で閉鎖されます。代わりに会議所横の広い駐車場
が 11 月から会議所の駐車場になるとのことです。尚、
1 区画（1 台分）月極で借りて欲しいとの依頼がござ
いましたので只今検討中です。
それから最後に藤山 陽三さんから、経費の節減と
調理の仕事で例会の出席が難しいとのことで退会届
が出ておりました。非常に残念ですが退会を受理致し
ました。
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７．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○メーキャップ
御坊東ＲＣ 10 月 17 日（水） 谷脇 良樹 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山中ＲＣ
11 月 2 日（金）→10 月 31 日（水）
18：30～ アバローム紀の国
(和歌山東南ＲＣとの合同例会)
和歌山西ＲＣ
11 月 14 日（水）→11 月 14 日（水）
「七福座」
11 月 21 日（水）→11 月 22 日（木）
18：00～ 「魚菜八風」
○休会のお知らせ
海南西ＲＣ
11 月 22 日（木）
○2018-2019 年度 ガバナーエレクト事務所開所
開所日
2018 年 10 月 15 日
業務時間 平日 10：00-17：00（土日祝休み）
所在地
〒640-8331
和歌山市美園町３丁目３４番地
けやき ONE 301 号室
ＴＥＬ
073（426）2640
ＦＡＸ
073（426）2660
E-mail
nakano@rid2640g.com
８．Inter City Meeting(第２分区)の案内
有田ＲＣ １Ｍ実行委員長 脇村 重徳 様
日時 2018 年 11 月 17 日(土) 12：30～17：00
会場 有田市文化福祉センター
有田市箕島 27
TEL 0737-82-3221
紀州有田商工会議所
有田市箕島 33-1
TEL 0737-83-4777
IM テーマ
｢地域社会に根ざし､世界に羽ばたくクラブを目指
して」
ホストクラブ 有田ロータリークラブ
参加クラブ（第２分区 9 クラブ）
海南ロータリークラブ 海南東ロータリークラブ
海南西ロータリークラブ
御坊ロータリークラブ 御坊南ロータリークラブ
御坊東ロータリークラブ
有田ロータリークラブ 有田南ロータリークラブ
有田 2OOO ロータリークラブ
ロータリアンの皆様にはますます
ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて､当地区第２分区の IM は､樫畑
直尚ガバナーの地区活動方針のもと､
有田ロータリークラブがホストとし
て下記の通り開催することになりま
した。
脇村 実行委員長 --->
2018～2019 年度の ＲＩテーマ｢インスピレーショ
ンになろう｣を踏まえ､樫畑直尚地区ガバナーは｢ロー
タリークラブを楽しもう｣をスローガンに掲げられま
した｡まさに会員がクラブで､あるいはクラブを超え
て取り組む各種奉仕活動こそが､私たちにかけがえの
ない喜びや感動を味わわせてくれるのであります。
有田ロータリークラブにおきましても､地域の方々

と手を取り合いながら、ロータリーから生まれた少し
のインスピレーションを地域に広げることを目指し
て行動を起こしてまいりたいと考えています。
こうした思いのもとで､参加クラブの皆さん方の活
発なご意見を賜り有意義な IM に致したく､よろしく
ご協力をお願い申し上げますとともに､多数のご参加
をお待ち致しております。
有田ロータリークラブ(ホストクラブ)
会 長
上野山 栄作
IM 実行委員長 脇村 重徳
アドバイザー 成川 守彦

９．卓話

米山記念奨学生
アマル ジュリアン サミュエル 君
みなさん、こんにちは。今日は、
私のふるさとの紹介と私が、なぜ
日本に来たかをお話します。私は
フランス北東部に位置するアルザ
ス シャンパーニュ アルデンヌ
ロレーヌ地域圏の首府ストラスブ
ール(Strasbourg)の近くにあるハ
ントシュハイム(HandschuheIM)と
言うところで生まれました。ハントシュハイムは田舎
なので特に有名なところはありませんが、近くのスト
ラスブールには歴史的な観光地として、グーテンベル
ク広場、ノートルダム大聖堂など火あります。また、
欧州議会(EU の国会議事堂)があります。位置的にヨ

ーロッパの真ん中にあり、ライン川を隔ててドイツと
国境を接しています。

花田宗弘

君

先日、185cm ぐらいのタヒチの男
の人と話しました。タヒチでは
結婚の習慣がないそうです。

こども食堂の支援

学校は、科学が好きだったことで、地元の工業大学で
ロボット工学を学びました。そこで日本語に出会いま
した。初めて日本に来たのもその頃です。観光で東京
へ行きました。日本は治安もよく、親切なところでし
た。財布を店に忘れても、ちゃんと届けてくれました。
私の日本感は、国民は勤勉で経済発展を支え、自然や
伝統、歴史、文化を大切にします。また、礼儀正しく、
親切だと感じました。食事も美味しいものが多く、ラ
ーメンやトンカツが好きです。その後、ブリュッセル
の学校に進学しましたが、また、日本に行きたくなり、
就職活動を日本でしました。でも、試験で日本語の字
がわからず、全滅でした。経済的にも苦しい状況でし
たが、縁あって、和歌山大学システム工学科の博士課
程で勉強することが出来ました。そこで、出会えたの
がロータリークラブです。米山奨学生の試験を受け、
なんとか合格。皆さんのおかげで、勉強することがで
きました。また、ロータリーの活動も参加させていた
だき、困っている人を助け、奉仕の精神で活動をして
いることを知り、感動しました。
海南東ロータリークラブの皆さんとの出会いによ
り、和歌山大学で研究者として勉強し、就職も出来そ
うです。本当に感謝します。
10．閉会点鐘
次回例会
10 月 29 日（月）休会
11 月 5 日（月）第 1973 回 夜間例会
19:00～ 海南商工会議所４階
お誕生日、結婚記念日のお祝い

山畑 弥生 君
中村 俊之 君
前田 克仁 君
寺下
卓 君

有田ＲＣの松村様、脇村様、よ
うこそお出で下さいました。
〃
〃
有田ＲＣの松村様、脇村様、本
日はありがとうございます。

社会奉仕委員会(委員長 倉橋 利徳)は 2018 年 10
月 12 日に紀美野町 キノコ食堂、また、10 月 17 日に
海南市内海の木内食堂と海南市船尾のそら恵有食堂
をそれぞれ訪問し、活動の支援金を手渡しました。
子ども食堂とは、親が仕事で忙しく、一人で食べる
「孤食」の子や、バランスの取れた食事を、おなか一
杯食べる。皆で食べる喜びを知れば、孤独な子もおし
ゃべりできるようになる。「美味しい」は「嬉しいこ
と」、
「楽しいこと」であると気づいてもらう為の子ど
も食堂です。子ども食堂は、健全な子どもの育成が目
的です。地域全体で子どもを育てていく意識をもつこ
とは、家庭にとって子育てをしやすくするだけでなく、
子どもを中心として地域全体が活性化していくこと
を願っています。運営は、地域の人や高校生や大学生
のボランティアが支えています。
海南東ロータリークラブでは、昨年に引き続き、
こども食堂の支援を行いました。今年度は新しく、
紀美野町のキノコ食堂を加え、3 箇所の援助を行いま
した。特に海南高校の大成校舎の生徒さんや和歌山
大学の学生さんもボランティアで参加しており、地
域に広がり、増えてきています。今後も多くのこど
も食堂の支援を続けていくことを目指しています。

現代の奴隷制度と闘う
世界で推定 4,030 万人が、性的搾取や強制労働な
どの形で奴隷となっています。これを終わらせよう
と、ロータリアンと「フリーダム・ユナイテッド」
が新たな協力関係を結びました。
2012 年、デイヴ・マックリアリーさんは、とある
青少年会議でボランティアをしていました。この会
議で話をしていたメリッサさんという名の若い女性
は、自分がどのようにして売春の世界に引きずり込
まれたのか、その体験談を語っていました。
メリッサさ
んはかつて、
米国ジョージ
ア州アトラン
タの静かな郊
外に住んでい
ました。ある
日、彼女の家
のドアを一人
の若い男がノ
ックしました。
メリッサさん
にモデルの仕
事の話を持ち
かけたこの男
は、実は売春あっせん者だったのです。男は違法薬
物や恐喝、脅迫を使ってメリッサさんに売春を強要
しました。
「メリッサは私と同じ町の出身で、私の妻
が結婚前に住んでいたアパートの住人でした」と、
ロズウェル・ロータリークラブの会員、マックリア
リーさんは、現在「奴隷制度と闘うロータリアン行
動グループ」の共同委員長を務めています。同グル
ープは 2013 年以来、奴隷問題に取り組む数々のクラ
ブと協力してきました。奴隷問題という根強く深刻
な問題における大きな課題は、クラブに行動を起こ
させることでした。「世界奴隷指標（Global Slavery
Index）」によると、世界中で推定 4030 万人が、奴隷
労働、強制労働、児童奴隷、売春、強制結婚など、
何らかの形で奴隷となっています。そこで、この行
動グループが最近手を組んだのが「フリーダム・ユ
ナイテッド」という非営利団体です。同団体は、オ
ンラインでの呼びかけを通じて、何百万人もの協力
者、活動家、支援者を集め、奴隷問題の終結に取り
組むよう政府や企業に働きかけています。どのよう
な規模のロータリークラブでも参加できます。その
目的は、オンライン上で情報交換しながら、現代の
奴隷問題についての意識を地域社会で高めることで
す。地元で行う 2 時間のイベントをクラブと企画し、
奴隷問題の専門家や被害者、既に問題に取り組む地
元非営利団体の代表者といった講演者の手配を行っ
ています。
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

デルタ航空社で人身売買禁止方策のアドバイザー
を務めているシュミットさん。マックリアリーさん
に出会ったのは、
2017 年 ア ト ラ
ンタ国際大会の
とき。デルタ社
がジョージア州
のロータリアン
と関わったとき
です。
「現代の奴
隷問題に取り組む団体は、米国内だけでも、おそら
く 200〜400 はあるだろうと。しかし、これらの団体
には共通の土台もつながりもありません」
「フリーダ
ム・ユナイテッドは、オンライン上の巨大なコミュ
ニティを草の根レベルで動かしたいと思っていまし
た。
一方、ロータリーには、世界各地で活動可能な何
百ものグループがあります。私たちをつなぐものは
これだと気づいたのです」米国テネシー州チャタヌ
ーガの「リング」は毎年恒例の募金イベントを企画
中で、ノースカロライナ州ローリーの「リング」は
意識向上のためのウォーキングとミニマラソンを計
画しているそうです。また、「赤い砂（Red Sand）プ
ロジェクト」と呼ばれるプロジェクトに取り組む「リ
ング」もあります。これは、世界中で奴隷となって
いる人びとを象徴して、ボランティアが街の歩道の
ひび割れに赤い砂をかけていくというプロジェクト
です。
ノースカロライナ州のクレイトン・ロータリーク
ラブは、4 月の地区大会でシュミットさんの講演を聞
きました。この時、クラブは「リング」を結成中で
した。
「国内での奴隷の数や、自分の州内の農場で働
かせられている強制労働者の数を聞いてショックを
受けた」と話すランブルさん。
「現代の奴隷問題が国
内だけでもこれほどあるということは、世界での数
は計り知れません」ポリオ撲滅活動で経験を積んだ
ロータリーは、奴隷制度との闘いのパートナーとし
ても最適であると考えます。ロータリークラブは 10
年以上にわたり、奴隷廃止に取り組む団体を支援し
てきました。その中の大規模な活動の一つに、スコ
ットランドのダンバー・ロータリークラブ主導で 14
のロータリークラブが 2015 年にインドで行った活動
があります。これは、人身売買の被害者のために職
業訓練センターを開設するプロジェクトで、ロータ
リー財団補助金から一部支援を受けました。このプ
ロジェクトでは今後、奴隷から解放された女性や少
女のための施設が建てられる予定です。
「ロータリーの素晴らしいところは、国際的な団
体であるにもかかわらず、地域社会に根付いている
こと」とマックリアリーさん。
「地元にニーズがあれ
ば、ロータリークラブが行動を起こします」

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一

千賀 知起

