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本日の例会

次回５月１２日の予告

RC ソング「堺東ロータリーの詩」

４月２１日の記録

出席報告

　全会員数　２９名　　　　  本日の出席者　２２名

　出席免除者４名( 出席 3 名) 　本日の欠席者　　６名

　出席率 78. 57％　　　3 月 24 日の修正出席率 92.8 6％

2014-2015 年度　国際ロータリーのテーマ

第2640 地区ガバナー 辻　秀和

          ＲＩ会長　　ゲイリー C. K. ホァン

ﾛｰﾀﾘｰに輝きを
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　　　 E-ﾒｰﾙ s.eastrc@peach.ocn.ne.jp

 　　　http://s-erc.com/

2 0 1 4 ～ 1 5 年度　会長　小寺　政信

副会長　中村　清嗣

幹事　高松　慶暢

記録会報委員長　藤田　隆生

「 四つのテスト」　
言行はこれに照らしてから

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

卓　話【 からだに いいこと 】

吉　村 会員

会長の時間 小　寺　会長

　　　　　　　「四つのテスト」ＲＣソング

卓　話【 松井石根 大将 】

上松瀬 会員

お客様紹介 　 馬場菊代エスペランサ理事長

　 伊藤智子　〃　補佐

●本日は、1 年ぶりに堺おおいずみRC との合同

例会として皆様にお会いできるのを楽しみにし

ておりました。このように会場一杯にロータリ

アンが集えることは、大変素晴らしい事だと実

感しています。

●本日の卓話には、NPO 法人エスペランサ馬場

菊代理事長をお迎えしています。遠いところか

らスピーカーとして例会にご出席頂き誠に有難

うございます。

エスペランサ馬場理事長がどのような活動をさ

れているかは、後程ご本人からお話しして頂け

ると思いますので、私からは当クラブがNPO 法

人エスペランサを支援するに至った経緯を少し

お話しさせて頂きます。

2008 年 7 月に、百舌鳥梅町に在住されエスペラ

ンサの活動をしていた西島真美さんが当クラブ

に「8 月 23 日にサンスクエア堺にてチャリティー
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コンサートを開催するので、ぜひ見に来てくだ

さい」との内容をE メールで送ってきましたの

で、当時の中村会長が参加し活動内容を聞き、

当時の国際奉仕委員長に「ぜひ協力したい」と

の話をされ、早速12 月 2 日の例会にて西島真美

さんが卓話を実施し6 名が里親制度に参加した

のが始まりでございます。本日も皆様に里親申

込書を配布していますので、志ある方は是非お

申込みいただきますようお願い致します。

●昨年10 月 31 日、堺おおいずみRC 創立30 周

年記念式典に出席させて頂きました。大変立派

な30 周年記念式典でございました。リーガロイ

ヤルホテル大阪の会場には当クラブから 15 名出

席させていただきましたが、私は、親クラブの

代表として創立30 周年を迎えられました事を心

からお祝い申し上げたいとご挨拶させて頂き、

大変緊張した事を今でも覚えております。

　また、今月2 日、桜が満開の時に第12 回大輪

会・東輪会の合同コンペを聖丘CC にて開催し、

当クラブが2 度目の団体賞を獲得させて頂きま

した。当クラブは連敗続きで悔しい思いをして

いましたが、久しぶりの勝利で祝杯を上げさせ

て頂きました。これからも3 勝、4 勝できますよ

う精進して参りますので宜しくお願い致します。

　また、堺おおいずみRC さんにも沢山の新入会

員さんが入会されたそうで増強の秘訣などを教

えて頂きたく思いまが、当クラブも本年度は4

名の方に入会して頂きました。ゴルフだけでな

く増強にも頑張っていきたいと思っています。

堺おおいずみRC の皆様には、今後とも長いお付

き合いをお願いし、更に友愛を深めていきたい

ものだと思っています。

高　松　幹事幹事報告

委員長報告

■社会奉仕委員会／今　野　委員長■

三重野　副幹事次期幹事報告

 ボランティアコンサートのご協力御礼

去る4 月 19 日(日）午後2 時より、陵東館長曽

根に於いて「第17 回ボランティアコンサート」

を開催いたしました。施設の皆様に沢山集まっ

て頂き、当クラブからも多数参加し、3 名の演

奏者の下、盛大に行うことが出来ました。皆様

方のご協力に厚く御礼申し上げます。

演奏者／川上勝志君(ギター）、水木君(ウクレレ）、

　　　　井口君(尺八）

参加者／小寺会長・中村副会長・咲山・城戸・

　　　　宮園・戸松・今野各会員、故稲本会員

　　　　　夫人、須賀さん

●堺清陵RC 会員　小出十代和様が4 月 15 日に

ご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいた

します。

●例会変更

堺泉ヶ丘RC ／ 5 月26 日（土）→5 月30 日(土）

　～31 日(日）高野山恵光院ライラセミナーにて

●次期委員長の棚に次期クラブ協議会開催のご

案内を配布していますので、委員会活動方針と

実施計画および予算を別紙にご記入の上、5 月

12 日(火)までに、三重野次期幹事または事務局

にご提出下さいますようお願い申し上げます。

にこにこ箱ＳＡＡ報告

小寺会長／NPO 法人エスペランサ馬場菊代理事

　　長の卓話「アイ ラブ アフリカ」楽しみに

　　しています。

　　堺おおいずみRC との合同例会を祝して。

吉澤会長ｴﾚｸﾄ／合同例会を祝して。

　　馬場理事長、伊藤様ようこそ。卓話宜しく

　　お願い致します。

中村副会長／エスペランサ馬場理事長、伊藤様、

　　堺東RC と堺おおいずみRC 合同例会によう

　　こそ。卓話、楽しみにしています。

　　社会奉仕今野委員長、ボランティアコン　

　　サートご苦労様でした。

高松幹事／合同例会で親睦が深まりますように!

　　本日の卓話を楽しみにしています。馬場様、

　　伊藤様ご苦労様です。

林会員／合同例会に参加させて頂き感謝。

城戸会員／合同例会を祝して。

　　馬場様、本日はご苦労様です。

上松瀬会員／合同例会を祝して。

　　馬場様、本日はご苦労様です。

北野会員／NPO 法人エスペランサ馬場菊代理事

　　長さんの卓話、楽しみにしてい居ります。

　　堺おおいずみRC との合同例会を祝し。

三重野会員／エスペランサ馬場理事長、卓話、　

　　楽しみです。

中野会員／合同例会を祝して。

　　馬場理事長、伊藤様、遠路お越し頂き有難

　　うございます。現地の様子、楽しみに拝聴

　　させて頂きます。
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沼田会員／江口様、いつもお写真を有難うござ

　　います。

　　合同例会、初めてです。宜しくお願いしま

　　す。卓話、楽しみにしています。

咲山会員／合同例会を祝して。

佐竹会員／NPO 法人エスペランサ馬場理事長、　

　　「アイ ラブ アフリカ」楽しみにしております。

篠田会員／本日の卓話、楽しみにしております。

　　合同例会、宜しくお願いします。

　　ホームクラブ欠席のお詫び。

高橋会員／合同例会、宜しくお願いします。

　　馬場理事長、卓話、楽しみにしています。

寺山会員／NPO 法人エスペランサ理事長、馬場

　　菊代様、卓話、楽しみにしています。ご苦労

　　様です。

戸松会員／楽しい堺おおいずみRC との合同例会、

　　今後とも宜しくお願いします。

吉村会員／堺おおいずみRC さんとの合同例会を

　　祝して!!

　　早退お詫び申し上げます。

 累計　1,495,000  円

卓　話 馬場 菊代 氏

（NPO法人ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ理事長)

　
「 アイ ラブ アフリカ 」

馬場理事長のご紹介

　　　　＜吉澤会長エレクト：当時の国際奉仕委員長＞

　栃木県で生まれで中央大学をご卒業され、後

に結婚。４児の母となられました。

若いころからボランティアに関心を持たれ、

1994 年にギニアビサウ共和国のボランティア活

動の話を受けられ一大決心をして出発されまし

た。詳しくは後ほど馬場理事長にお話しして頂

きます。

私も当初から里親会員となり、支援している小

学生が昨年無事 中学生となりましたので、今で

もその子の中学校支援を続けています。

子供達からは写真付きで自筆の手紙を送ってき

たり、エスペランサからは年4 回の「エスペラ

ンサ通信」を送ってきますので、支援の内容が

見え、家族も内容を把握してくれています。皆

さんも是非参加支援をして頂きたくお願い致し

ます。

それでは馬場理事長、よろしくお願い致します。

　前回の卓話から2 年たち、又お呼び下さって

ありがとうございます。

昨年はアフリカ渡航直前にキャンセルしました。

覚えていらっしゃるでしょう、エボラ出血熱の

ためです。ですから、今年6 月 16 日からギニア

ビサウ（GB）に行けることがとても嬉しい気持

ちでおります。

　アフリカ54ヶ国の中で、GB はその西端に位置

し、面積は九州くらい、人口160 万人ほどの小

さな国です。

バナナ、マンゴー、パパイヤはたわわに実り、

ピーナッツ、さつま芋などがよくとれて自然の

恵みが豊かです。しかし国民生活はとても貧し

く（１人あたりのGDP590 ドル）、インフラは全

くダメ。熱帯風土病も多く、生きていくのは

ちょっと大変です。私たちも何回マラリヤにか

かったかわかりません。

　縁あって1994 年から GB に関わってきました。

1998 ～ 1999 年の内戦後、念願の小学校（2003

年）、中学校（2009 年）を建て、現在はその運

営に四苦八苦しております。

特に中学校の運営には課題が多く、私たちは泣

いたり怒ったり気落ちしたりの連続です。

痛手だったのは「リセウ（中学校）の母」キン

タの突然の死です。2013 年 9 月でした。１ヵ月

間病んで逝ってしまいました。原因はよくわか

らないし、37 歳という若さです。GB のスタッフ

も日本のスタッフもしばらく力が出ませんでし

たが、今は〈キンタのためにも中学校をよくし

よう〉と切り換えて一つ一つのことにあたって

います。

※キンタ…中学校の用務員。私たちのコアスタッフの一

人。生徒たちの愚痴を聞き、服装を直し、慰め食べさせ

…。生徒全員の名前を知っていた、正に「リセウの母」。

　「世界を変えるのに、教育だけがたった一つの

強力な武器です。」　　　by マララ・ユスフザイ

　17 歳の彼女にどれだけ励まされるかわかりま

せん。負けてはいけない、やめてはいけないと、

力をもらいました。
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近隣クラブ例会変更

4 月 30 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

4月 30 日(木）堺ﾌｪﾆｯｸｽRC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:30

5 月1日(金）堺北RC【ﾊﾟﾝﾀﾛﾝ（魚太郎三国ヶ丘）】12:30

5月 2日(土）堺ﾌﾗﾜｰRC【ｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾃﾙ堺】11:00

5 月 7 日(木）堺清陵RC【ﾎﾃﾙ第一堺】18:00

5 月 21 日(木）堺東南RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

5 月 26 日(火）堺泉ヶ丘RC【ｻﾝﾊﾟﾚｽ】18:30

　なぜ私がGB に関わるようになったのか？

1994 年、Y さんの話を聞きました。彼はイラク

を皮切りに約20 年間、中東地域に住み、ある新

聞社の特派員をしていました。

「向こうはね、暑い時の気温は50℃にもなる。

本当に車のボンネットで目玉焼きができるんだ。

日本的情緒とは無縁。全く違う環境と歴史の国

があるんだよ。

イラクには4 年間いたが、13 回家を替わった。

替わらざるをえなかった。外国の支配を受けた

歴史がある国はある意味屈折している。猜疑心

が強く『外国人はスパイ』という感じで、友人

になるのが難しい。単身で過ごしたその期間、

一人で夕食をとっているといつも涙がこぼれて

きた。机のかどに頭をぶつけてでも自分の存在

を感じたかった。小さな虫にも慰められた。」

　「日本人は『世界』に関心がない。湾岸戦争に

しても、本当に遠い国の出来事といった感覚だ。

7 年前、一時帰国したときに見た日本人が皆同

じ顔に見えた。向こうではいろんな人間がいろ

んな言葉をしゃべるのが普通だからね。

日本にいる限り世界の事情は絶対にわからない。

国際社会で生きるノウハウを持っていない。ノ

ンキなお坊ちゃんという感じがした。」

　Y さんは「しかし…」と続けました。

「そんな日本人でもやれることがある。第三世界

の人たちは『国のために献身しよう』という意

識が乏しい。国が貧しく個々人も貧しいから、

その日を生きていくのに精一杯で、なかなか国

も発展しない。

それをなんとかするには、公的なものに対して

無私になるというメンタリティが必要だ。我々

日本人は歴史的に身につけている。『滅私奉公』

という言葉があるでしょう。それですよ。」

　Y さんの話を聞き、〈私は行かなければならな

い。家族に許してもらえるなら行かせてもらい

たい〉と思いました。

夫が承知してくれて、子どもたちにも話し、夫

の両親が協力してくれるということで、21 年前

私はいよいよアフリカに踏み出すことになった

のです。

フォスターペアレンツ（里親）になって

　　　　　　　　　　国際協力をしませんか？

★ソナック小・中学校支援と里親支援のお願い

　ギニアビサウ共和国は、アフリカ大陸の西端に位置

し、面積が九州と同じくらいの小さな国です。1973年に

ポルトガルから独立しましたが、国民の約６割が絶対的

貧困状態にあり、世界最貧国の１つに数えられていま

･･････････････････････････････････････････

堺おおいずみRC 内矢 副会長謝　辞

す。また、国力不足から公立学校が不足しているうえ、

貧困で学費が払えずに学校に入学できない子供たちや次

の学年に進めない子どもたちがたくさんいる状況にあ

り、初等教育の就学率は６７％です。

NPO法人エスペランサは、この国の子供たちに教育の機

会を与えようと2003年に小学校を開校、2009年には中

学校も開校しました。

また、フォスターペアレンツ（里親）制度を導入して学

費を払えない子供たちへの支援を行っています。学校の

名前は「ソナック小学校」、「ソナック中学校」といいま

す。現在、小学校、中学校ともそれぞれ300人の生徒が

就学し、約半数の生徒が日本からの里親支援を受けて学

習しています。

この学校をいつまでも安定的に運営していくとともに、

国の未来を担っていく子供たちに教育を受けるチャンス

を与えることがエス

ペランサの目的です。

私たちの学校運営と

子供たちへの教育支

援にご協力いただけ

る方を探しています。

フォスターペアレン

ツ（里親）になって

国際協力をしません

か。

　親クラブとの合同例会を堺東ロータリー様に総て設定

していただきありがとうございました。

田中会長 職業奉仕で欠席の為､ 私が閉会の挨拶をさせ

ていただきます。

会長より30周年記念式典と祝賀会に15名の多数の出席

を戴きお礼を伝えてほしいとのことですが私達会員一同

も親クラブの堺東様の友情に対してこの場をかりまして

心よりお礼申し上げます。

また今日の卓話NPO法人エスペランサ理事長馬場様の西

アフリカの小さな国「ギニア ビサウ」で非常に貧しい

国へ主として教育について「滅私奉公」をされており里

親制度についてもお話しいただき日頃の活動に敬意を表

します。

私達ロータリークラブの基本理念は「奉仕の理想」です

し「最も良く奉仕する者が最も良く報われる」との教え

もあり里親制度ででも協力が出来ればと考えています。


