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次週のプログラム
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社会奉仕フォーラム

（２０１６年 ８月２５日 第８５０回例会）

山下聰一郎委員長

国際奉仕フォーラム

藤田芳浩委員長

クラブ奉仕フォーラム 山田克子委員長

第８４８回例会 （２０１６年 ８月 ４日）の記録

＜会長の時間＞

黒川彰夫会長

今日は千里メイプル ロータリー・クラブの伝統の一つとなっている国際奉仕活動に関連して、ラオスに
ついて述べたいと思います。と言いますのは、2016 年 4 月 26 日に『世界の村で発見！こんなところに日本
人 ラオス山岳民族の村』
、7 月 31 日には『世界ふれあい旅スペシャル in ラオス』という放送を見たから
です。私たちは「ラオス農村地域における学校保健支援」を目指して活動している山本加奈子さんを通じ
てラオスに持続的な支援を続けていますが、ラオスのことをもっとよく知っておく必要があると思ったの
です。そこで、何回かに分けて、ラオスについて話そうと思います。
ルアンパバーンはラオス北部に位置する古都で、市街地自体が文化遺産としてユネスコの世界遺産に登
録されています。698 年に、初代クーン・ロー王がスワー候国を建国したとされ、千年以上の変遷ののち、
1707 年からルアンパバーン王国の首都として栄えました。1887 年に黒旗軍（19 世紀末清朝の地方で成立し
た武装組織）によって壊滅的な打撃を受け、それをきっかけにルアンパバーン王国はフランスの保護を受
け入れました。その後、第二次世界大戦で混乱がありましたが、1946 年 5 月に再びフランスがルアンパバ
ーンを占領しました。1953 年に左派パテート・ラオとラオス王国政府の間でラオス内戦が始まりました。
これが冷戦中の大国からの支援を受けた代理戦争に発展して、1975 年のパテート・ラオによる共産主義革
命が起りました。それまではルアンパバーンは王宮が置かれ首都として機能していたのです。
アジアの最貧国と呼ばれたラオスは、アジア開発銀行（ADB）が公開した経済見通し(2016 年）によれば、
好調な経済成長と貧困率の大幅な改善が見られ、１人当たり国内総生産(GDP)も 1,000 ドル以上に乗せられ
たそうです。
そのようなラオスに私たちはこれから何をするべきなのでしょうか。

＜お客様＞

鄭 珉贊君（米山奨学生）

＜表彰等＞

黒川会長から鄭 珉贊君へ米山奨学会学生証授与

＜誕生日＞

岡部次郎会員 8 月 12 日生まれ

＜出席報告＞

松田親男出席担当

会員数（内出席免除会員 4 名）

24 名

本日の出席者数（内免除会員 1 名） 17 名
本日の出席率

80.95 ％

前々回 7 月21 日の修正出席率

81.82 ％

＜ロータリーソング＞

全会員

♪ 国歌「君が代」♪
♪「奉仕の理想」♪
＜ピアノ演奏＞

近藤美里さん

マスカレード
星空のピアニスト
Top Of The World

＜幹事報告＞
１
２
３

木下健治幹事

2016-2017 年度ロータリー財団奨学生募集の案内が参っております。
クラブの現況に掲載する名簿を回覧しますので、各自ご確認ください。訂正がない場合は OK サイン
をお願いいたします。
本日例会終了後、おしどりの間にて理事会を開催します。理事・役員の皆様はご出席ください。

＜ガバナー補佐報告＞
水島 洋ガバナー補佐
③ 規定審議会について
本年 4 月にシカゴで開催された規定審議会について、5 月 21 日に RI 第 2660 地区での報告会が実施さ
れました。国際ロータリーの規定審議会は「制定案」と呼ばれる「定款」や「細則」の改訂にかかわるも
のと、「決議案」と呼ばれる RI 理事会が検討するように決議するものとの２種類があります。2016 年規
定審議会の提案案件は提案件数 181 件で、採択件数は 61 件でした。その最大の注目点は例会や出席、会
員身分の規定について各クラブに「柔軟性」を与えるという制定案が採択されたことです。それは、クラ
ブが決定できる柔軟性が多ければ多いほどクラブに活気が生まれ、成長する傾向にあるからです。例えば
制定案 16-21 では「クラブ例会頻度と出席に柔軟性を認める件」という案が賛成 392 反対 82 で採択され
ています。その内容は、「各クラブの細則で例会頻度と出席に関する例外規定が設けられるよう各クラブ
に柔軟性をあたえる。ただし、例会は最低 1 か月に 2 回は開催しなければならない」というものです。こ
れは RI 理事会からの提案で、例会頻度と出席規定に柔軟性がないと会員基盤の縮小と高齢化を招き、会
員減少に歯止めがかからなくなる可能性があることを提案理由としてあげています。松本ガバナーは国際
ロータリーの役員でありますが、「この制定案に反対するようで恐縮ですが、やはり例会は毎週開催する
のが本来の姿であると思います」と言われています。ただ、第 2660 地区で例会を月 2 回にするという変
更を希望するクラブもあるようです。
制定案 16－26「例会取り消しの規定を改正する件」は賛成 272 反対 222 で採択されました。これはク
ラブ定款第 6 条第一節(C)を改正、
「祝日のある週はクラブ例会の取り消しができる」という内容です。例
えば月曜日が祝日である場合、月曜日に例会を開催するクラブだけではなくてその曜日以外の日に例会を
開いているクラブでも例会を取り消すことが可能になります。千里 RC は火曜日が例会ですが、月曜日が
祝日であっても例会準備のために事務局員が出勤するので、費用面を考えてその週の例会は休会とするよ
うにした、とのことでした。

＜卓話＞

「震災の記憶」

渡邊了允会員

東日本大震災大津波原発事故から 5 年 5 か月余りが経ちました。全国各地で火山の噴火や地震に
よる災害が起っておりますので当時のニュースをネットで調べても見つからないことが多くなりま
した。近い将来、お伽噺になるのではないかと感じています。皆様は東日本大震災の日どのように
過ごされていたでしょうか。
平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分地震発生。福島第一原子力発電所は、およそ 1 時間後に 14～
15m の津波に襲われ、1～6 号炉の全電源を喪失し、原子炉を冷却できなくなり、1 号炉、2 号炉、3
号炉は炉心溶融（メルトダウン）に至り、翌 12 日午後 3 時 36 分、1 号炉格納容器から漏れ出した
水素によって水蒸気爆発が発生しました。14 日午前 11 時 1 分、3 号炉水素爆発。15 日午前 6 時 14
分、4 号炉水素爆発。大量の放射性物質が漏洩し、重大な原子力事故に発展しました。この事故は国
際原子力事象評価尺度で最悪のレベル 7。チェルノブイリ事故と同等に位置付けられています。
震災当日、私は福島に帰省し、仕事で外出しておりました。地震は地鳴りとともに発生し、道路
や電柱は波打ち、地面は割れ、土は湯が沸騰するように盛り上がり、立っていることができないほ
どの激しい揺れ、これまで経験したことのない地震の大きさに身も心も震えました。
大阪にいた妻も揺れを感じたそうです。直ぐにテレビをつけ、東北で大きな地震があったことを
知り、福島に帰省していた私と両親の無事を確認するために電話をかけてきました。電話は震災直
後は繋がるがすぐに不通になるなど

阪神大震災の経験から、いろいろの情報の提供をしてくれま

した。出先から帰宅し、両親と社殿の無事、そして、半年前に脳梗塞に倒れた父の病院に対応を確
認しました。
被災地の行政までも情報はなく、国や東電への不満が募り始め、病院の対応が不十分であること、
厳しい避難所生活を懸念し、迷わず大阪への避難を決断しました。自然災害に加え、原発事故によ
る放射能という目に見えない恐怖からの避難は、死を意識し、肉体的にも精神的にも不安で、辛く
悲しいものでした。地域の人々と共に神様仏様を代々守り繋いできた神職僧侶として、家主として、
父親として、家族を守るためにどうあるべきか、どう決断すべきか。
1.少しの情報から真実を見つける。
2.命を守るために必要なものは何か。
3.自分中心に物事を考えて得たもの、失ったもの。
幸いにして命を落とすこともなく避難できましたが、さまざまな事情で行動に移せない方々を思う
とき、今を生きるために必要なことは何かを考えるようになりました。
新天地での大阪での生活再建の決断は、家族にとって最良の判断であったと言えるように頑張っ
ていきたいと考えています。

＜SAA 報告＞

岸上和典 SAA

＊スマイルボックス
黒川会員 渡邊さんの「お話し」楽しみにしています。
柳原会員 夏真っ盛り。税務調査も真っ盛りです。
コメントなし
岸上会員
＊ロータリー財団
高尾会員 渡邊会員卓話よろしく。
黒川会員 渡邊さん、福島の心を聞かせてください。
石田会員 五輪追加科目決定！ うれしいです。
渡邊会員 卓話よろしくお願いします。
コメントなし
相原会員・岸上会員・藤田会員・西本会員
＊米山記念奨学会
黒川会員 鄭珉贊君ようこそ！
藤田会員 本日は暑かったですね。大阪 36.4 度でした。
木下(健)会員 今晩から夜行バスで北アルプスに行きます。久しぶりの百名山。
日曜日は渡邊会員と出雲大社へ行きます。充実した週末になります。
渡邊会員 卓話の内容がまとまっておりませんがお話しさせていただきます。
コメントなし
小山会員・岸上会員・高尾会員・西本会員・相原会員
＊ラオス基金
西本会員 暑い日が続きます。
藤田会員 8 月 25 日は山本加奈子様とラオスの話をしましょう！！
黒川会員 ラオス行きのそろそろ計画を。
松田会員 何とかいう芸人がラオス旅してるテレビやってました。
水本会員 サラリーマンもたいへんですね。昨年結婚した息子が 8 月から名古屋へ単身赴任です。
コメントなし
山本（友）会員・岸上会員
＊メイプル基金
高尾会員 暑いですね。大阪 36.4 度でした。
水島会員 渡邊会員卓話よろしく。
松田会員 渡邊様、卓話楽しみです。
黒川会員 暑い暑い！！
柳原会員 もう少しで盆休みです。
藤田会員 渡邊様、本日卓話よろしくお願いします。
西本会員 そろそろ盆休み気分です。
木下(健)会員 渡邊会員、卓話楽しみです。
村田会員 渡邊会員の卓話 いつも待ちどおしいです。
コメントなし 岸上会員

＜お詫び＞
会報作成フォーマットの不具合とその打開に要した時間のために、今週の会報第 849 号の送信が
大幅に遅れましたことをお詫びします。
（会報委員会）

（担当 渡邊）

