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第３０１５回例会 ２０１５年９月１７日
本日の卓話者ご紹介

平塚湘南ロータリークラブ 会長 吉 野 龍 彦 様
（レーベル株式会社 代表取締役）

グランドホテル神奈中

週報第３０１５号

不安があると同時に、約２km 以上登った高台にある水
源（湧水）までの毎朝の水汲みは子供の仕事で、相当の
重労働であるため、朝から学校に登校できない子供もし
ばしばあり、現状を改善するために行いました。
◦国際奉仕活動のきっかけ
最初は会員企業のトイレ寄付からでした。
相手方ロータリークラブの元平塚小学校教員の原田さ
んへの地元ボランティアに対して共鳴し、協力関係を構
築しました。
○当該国際奉仕活動の正確な必要性の把握

卓 話

何人の人が何に困っていて、この事業によって何人が

グローバル補助金を活用した
国際奉仕活動の概要
吉 野 龍 彦（平塚湘南ＲＣ会長）
レーベン株式会社 代表取締役

どのような恩恵を受けるのか具体的な人数や数量を把握
することが必要です。
４つの村では老人、母子を中心にアメーバー赤痢や腸
チフスを発症する人が毎年 100 人位、働けなくなった
人が毎年 10 人位、死亡する人が毎年３人位。

フィリピン・中部シキホール島での「衛生的な水の供

又、２つの学校では病気で欠席する児童が毎年約 80

給施設」の新設工事を行いました。対象者は島の４つの

人。水汲みに行く為、勉学時間が奪われる児童は１日約

村の住民約 2,100 人、２つの学校の児童約 880 人、合

120 人で約１時間位 etc…

計約 3,000 人で、事業費は 39,150 ドル（当時のロータ
リーレートが日本円１ドル 106 円換算で約 415 万円）

医療機関が充実していないこともあり、現地医師と学
校関係者と面談をし、極力把握に努めました。

でした。
内訳は平塚湘南ロータリークラブ現金拠出金 18 万円、
現地のシキホールセントラルロータリークラブ拠出金
３万円。グローバル補助金で約 394 万円拠出して頂き
ました。

○事業の継続的維持・管理・修理について
「お金を出したら終わり」ではなく、継続性を保てる
ようにする必要があります。その為、実施国ロータリー
（シキホールセントラル）及び援助国ロータリー（平塚
湘南）が受益者との覚書・協定書を締結して書面として

○当該事業の目的

残し、必ず実施してもらうようにしました。内容的には

４つの村（集落）とその村々に隣接する２校は水供給

維持・管理・修理は実施国ロータリーと受益者がそれぞ

施設が十分ではなく、特に乾期には慢性的に水不足に

れ協力して行うとし、具体的な方法は、事業完成後４つ

陥っており、常時衛生的な飲料水が飲めず、健康的にも

の村に関しては管轄している町に、２つの学校に関して

＜出席報告＞

本 日 9月17日 会員数 60名 対象者 57名 出席者 32(29)名 出席率 59.26％
前々回 9月 3日 会員数 59名 対象者 56名 出席者 49(46)名 出席率 83.05％ MUP 0名 計 49名 修正率 83.05％

は教育委員会に、その経費をそれぞれに予算計上する。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞

水質検査を含めた点検、貯水タンクの内外清掃、水道管

◎国際ロータリーより「新会員推薦者のための認証プロ

のメンテナンス等は６ヶ月ごとに地域住民、父母が実施

グラム」にのっとり新会員（藤田明嗣会員）推薦者の

する等を定めました。

升水一義会員に認証ピンが届きました。
◎ JTB 横須賀支店より、国際大会（ソウル）参加プラ

○実施国の地域住民にする教育研修について
地元地域住民・児童・父母に参加してもらい、衛生的
な飲料水の必要性・重要性をテーマに平塚湘南ロータ

ンのご案内が届きましたのでお知らせ申し上げます。
（こちらは一つの案です）

リーより資料提供して研修を開催しました。この研修に

国際大会に参加をお考えの方は、まずクラブ幹事にお

より、
新設する水の供給施設の利用頻度を高めると伴に、

申し出ください。

ロータリー奉仕活動の啓蒙に役立ったと思っています。
＜メークアップ＞
＜メ ー ク ア ッ プ＞

０名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

３０名

この事業は、平成 26 年 10 月４日にロータリー財団
より承認を受け、平成 27 年５月 15 日、当クラブ十数
名が島に赴き、シキホール島知事・町長・校長・島民・
児童・地元ロータリークラブ等総勢 250 名が参加して

＜ゲスト＞
＜ゲ
ス

ト＞

２名

無事に竣工式を迎えることができました。
しかしながら、

卓話

吉野龍彦会長（平塚湘南 RC）

今回援助する村、学校はほんの一部の例に過ぎません。

芦川

浩パスト・ガバナー補佐（平塚湘南 RC）

この様な援助を必要としている国・地域・人々はたく
さんいます。少しでもこの様な国際奉仕活動が広がって

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

３名

いけば世界の子供達・お年寄りが幸せになり、
「罪のな

原

康二幹事（平塚湘南 RC）

い命を救う事にも繋がる」と信じています。
何よりも未来を託す子供達、また、お年寄りは私たち

上原公夫会長（平塚北 RC）

の「宝」だと思っています。
野村和広幹事（平塚北 RC)
＊ 9/11 創立 45 周年記念式典
参加へのお礼にと、野村幹事と
ビジターでのご出席をいただ
きました。

結びに、この事業は皆様方の貴重な財団寄付によって
行えたもので、平塚湘南ロータリークラブはそのお手伝

上原公夫会長

いが出来た窓口でしかありません。
この場をお借りして、
現地の子供達・お年寄り・島民になりかわり、１人１人
のロータリアンの方々に深く感謝の気持ちをお伝えした

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞

いと思います。

１０月１５日（木） RID2780 ガバナー
田中賢三様（茅ヶ崎 RC）

新会員ご紹介
＜新会員紹介＞
氏

２２日（木）→１０／１９（月）
よい音楽に親しむ会

名：嶋田政光

（大住学区の小中学生対象）

㈲レントオール平塚

昼食・事務連絡後、平塚中央公民

代表取締役

館にて開催

生年月日：昭和 45 年 3 月生まれ

２９日（木）→１０／２５（日）

現 住 所：神奈川県南足柄市
趣

地区大会に振替

味：旅行

場所：茅ヶ崎市民文化会館大ホール

血 液 型：AB 型
１１月

職歴・活動
平成12年10月

会社設立

１２日（木） ㈱エル・スポルト代表取締役社長

13年４月

平塚商工会議所青年部入会

22年

青年部会長就任

24年

関東ブロック出向

25年

日本 YEG 出向

26年

関東ブロック出向

クラブ会報委員会

◎西村裕子

５日（木） ロータリー米山奨学生卓話（後日決定）
李

＜市内例会変更＞
＜市 内 例 会 変 更＞
○北本省三

国秀様

読売クラブ・全日空などでプレー
されたサッカー選手。桐蔭学園高
等学校・ヴェルディ川崎などで指
揮を執った。

柏手

茂

粟野

裕

現在ございません。
葛西

敬

藤田明嗣

