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年 月のロータリーレートは １ドル＝９０円2010 2 ,
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インドネシアで教育の機会を開く

2004 30インドネシア・アチェ州の子どもたちは 年の大津波と、
年以上に> 及ぶ紛争により、教育を受けることさえままならな
い状態でした。

、 。南アジアを襲った津波では 万人以上の犠牲者が出ました20
さらに、 中央政府と独立派グループの長期的な紛争は 年2005
に平和協定の調印に至ったものの、アチェ州の教育施設の整備
は遅々として進んでいませんでした。
こうした子どもたちの窮状に心を痛めた第 地区のロータリ2780
ー財団学友会は、支援活動に動き出しました。インドネシアの
非政府組織「コミュニタス・ティカール・パンダン」からの問
い合わせに応じて、アチェ州の子どもたちのために図書館をつ
くることを決めました。
学友会は、昨年 月逗子市にて、図書館プロジェクトのためにアチェ ・3
チャリティーコンサートを開き、 万 ドルを集めました。コンサートには、ロータリー奨学生としてイタリ1 6,000
アに留学した 人、ソプラノの渡辺ローザさん（ 年度）と渡辺昌子さん（ 年度 、ピアノの高橋裕4 2000-01 2001-02 ）
子さん（ 年度 、ヴォーカルの辻康介さん（ 年度）が出演。第 地区ロータリー財団委員会をは1992-93 1997-98 2780）
じめ、逗子ロータリークラブ、逗子市教育委員会、インドネシア大使館、日本財団、そして数多くのロータリアン
と学友の後援を受けて実現したコンサートです。プロジェクトでは、本、本棚、机、いすを備えた図書館を つの3
村につくることができました。 月にはロータリアン 人と学友 人がプロジェクトの実施地を訪問しました。全7 2 2
文はこちらからご覧になれます。

例会変更
金沢 （水） 金沢ニューグランドホテル「節分の会」 （水） 休会RC 2/3 18:00 3/17
金沢東 （月） 松魚亭 「新春懇親例会」RC 2/1 18:00
金沢南 （火） ホテル日航金沢「 回記念例会」 （火）休会RC 2/16 18:30 2000 3/30
金沢北 (木) 夜間例会 松魚亭にてRC 2/25 18:30
香林坊 （月） 創立 周年例会 金沢エクセルホテル東急※ビジタRC 2/1 22 18:30

ー受付のみ （月）休会 （月）休会2/15 3/29
みなと （火） 休会 （火）休会RC 2/23 3/30
百万石 （土） 松魚亭「特別例会」 （木）→ （土）に振替休会RC 2/20 18:00 2/25 20
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年度例会予定 2009-2010
毎週（木）例会

高木眞理子様（子ども夢フォー1/14
ラム代表）
宮田龍和様（㈱ﾄﾞﾘｰﾑｴｲｼﾞﾝｸﾞ）1/21

「ボケない生き方」～痴呆症をどう
防ぐか～
岩倉舟伊智会員1/28

（土）高崎ＲＣとの姉妹提携例会2/20

朝 金沢市にも ～ ｃｍの積雪1/14 30 80
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１．ロータリーソング 『 手に手つないで 』点鐘
四つのテスト

皆様、あけまして村田祐一会長挨拶：
おめでとうございます。今年もよろし
くお願いいたします。
新年早々嬉しいお知らせが続きます！
わかさ内科クリニックの若狭豊先生が
新しく会員になられました。循環器が
ご専門です。新鮮な目線で我がクラブ

のおかしな点などがありましたら指摘してください。仲良くクラブを盛り
たて、クラブライフをお楽しみください。後ほど自己紹介して頂きます。
二つ目は 日の合同新年会でラオスの絹織物がほとんど完売に近い売り上げでした。宮永12

さんをはじめ女性陣の大活躍でした。申奉仕プロジェクト委員長も診療を繰り上げ早くから設
営などに力を貸してくださいました。皆様ありがとうございました。今回の売り上げでラオス
支援が 年多くできると思います。ロータリーの友情、奉仕の精神まだまだ捨てたものではあ1
りません。
三つ目として、炭谷会員がガバナーに立候補し、紆余曲折がありましたが認められました。

後ほど詳しい経過説明と今後の対策を考えるため 分延長例会があります。30
悲しいお知らせです。多田幹事のお父様がお

。 。亡くなりになられました お通夜は 日夜です15
詳しくは１５日の朝刊をご覧ください。

卓話者）高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）ゲスト紹介：（
小矢部ＲＣ 嶋田 登 様ビジターの紹介：

２日 二木会員 ７日 石丸会員 ３１日 谷会員今月の誕生者の紹介

若狭 豊 様 職業分類：循環器内科医 推薦新入会員入会式
人 西村会員、村田会員、藤間会員

寄附金の贈呈：
子ども夢フォーラム様へ

《 食 事 》

幹事報告・委員会報告

職業分類変更について 若狭会員は宮永満祐美会員：
循環器内科、 西村邦雄会員内科→は一般内科、 申

RC会員は呼吸器内科→胃腸外科となりました。 高崎
との姉妹提携調印式は （土）であって、 （木）2/20 2/25
は振り替えで例会がありません。

（土）高崎 との姉妹提携調印式出欠の締め切り日は今日ですので御木村幸生親睦委員長：2/20 RC
願いします。当日、高崎市長が出席されますし、バス一台で３５名です。

¥26,350- ¥466,193- ¥2,876,369-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高
・皆様 おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 ・若狭先生、入会歓村田会長

。迎します ・子ども夢フォーラムの高木眞理子様いつも子供達の力になって戴き有難うございます

あけましておめでとうございます。Ｅメールのみで年賀状を出しましたが、あらた石丸会員

めて今年もよろしくお願い致します。年末年始は新聞に出たりＴＶにでたり忙しい日々でした。

高木眞理子様、ようこそおいで下さいました。子どもの夢のお話楽しみにしておりま上杉会員

す。 あと半年、村田会長・多田幹事よろしくお願いいたします。高木様ようこそ。木場会員

卓話よろしくお願いします。 あけましておめでとうございます。今年も頑張りまし炭谷会員

ょう 今年もよろしくお願いします。 百万石の皆様おめでとうござい土田会員 永原会員

ます。雪景色の金沢になりましたが温暖化の影響をあまり感じないですね。本日の卓話高木眞理子

様、夢のある話をお聞かせ下さい。楽しみにしております。 今年もよろしくお願藤間会員

水い致します。１２月２０日、皆様ありがとうございました。今後とも頑張ります。（１万円）

野会員 宮永会員新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。高木さんようこそ。 年末の１Ｆ喫茶店でに打宮永会員

合せのおつりをニコボックスします。

回544
（木）2010 1.12

5Fホテル日航

21/37 56.76%出席率
９月の修正出席率 ％67.62

金沂秀さんと若狭豊新会員：

は同級生でした。これからも

よろしく 御願いたします。

村田祐一会長からロータリーバッヂを



- 3 -

高木眞理子様（子ども夢フォーラム代表）講話の時間

もう 年たちました。それでも大きな課題が沢山あります。昨年、全国フォー10
、ラムがありましたが、緊急課題として

緊急アッピール
日本の子どもたちは、今、これまでになかった苛酷な環境の中で育っことを強いられ
ています。子どもの貧困率は、世界の先進国の中で群を抜いて高〈、一日の唯一のま
ともな食事が学校給食だけ、という子どもも珍しくありません。またせ界一のメディ
ア漬けが進行する中で、生身の人間のぬくもりよりも無機質なメディア機器との接触
が増えた子どもたちは深い孤独の闇に迷っています。毎日 ． 人の子どもが自ら命を1 7
絶ち、 人に 人の 歳児が孤独を訴えています。中学生の不登校率は史上最高を記3 1 15
録し、小学校、中学枚、高校での校内暴力事件も年々増え、 年には 万件を越え2007 5
史上最多となりました。
子どもたちは、こうした形で「生きにくさ 「育ちづらさ」を表現しているのです。」

18こうした状況の中、無料でかけられる電話に踏み切った全国のチャイルドラインには、子どもたちの声が年間
。 、 「 」万件以上も寄せられています 日々子どもたちの声を受けとめている私たちは 日本の子どもたちの 生きにくさ

「育ちにくさ」をこのまま放置することは絶対に許されないと考えます。
そして、チャイルドラインに電話してくる子どもたちの状況を踏まえて、私たちは次のような対策が緊急に必要

だと考え、子どもに関係するすべての人々に訴えます。
その一つは、乳幼児からの育児支援の必要性です。親の子育てカの低下はストレートに子どもたちの自己肯定感

の低下や親子の愛着形成不全につながっています。乳幼児期のきめ細かな育児サポート体制を地域社会で確立する
ことが緊急に必要です。

ニつ目が、貧困の連鎖を断ち切るための施策です。親の経済的な困難が、子どもたちの心身の発達を著しく歪め
ています。不安定雇用や長時間労働が子どもたちの孤独感を深め、安らぎを奪っています。親の経済格差が子ども
の教育格差となり貧困や反社会行動が再生産されることはなんとしても防がな〈てはなりません。

三つ目が 「子どもの権利条約」を学ぶ機会の設定です。大人も子どもも、子どもがひとりの人間として様々な権、
利を持っ主体であることを知る必要があります。教師も含めて子どもの問題に関わる大人たちが 「子どもの権利」、
について学習し、家庭・学校・地域、あらゆる場面で子どもの声に耳を傾けることが当たり前の社会を目指す第一
歩を踏み出しましょう。

今年は『子どもにとっての最善の利益を保障することは大人たちの責務』と謳った「子ども
の権利条約」が国連総合で採択されて 年、日本が批准して 年の節目の年に当たり20 15
ます。

今回、チャイルドライン支援センター 周年事業の締めくくりとして行われる全国フォーラム10
を機に、日々チャイルドラインに携わり誰よりも子どもの現実を肌身に感じている私たちは、それ
ぞれの地域で多くの人々と手をっなぎ、子どもにとっての最善の利益を目指す取組みの先
頭に立っことを改めて確認し、その決意をここに宣言します。

年 月 日2009 11 21

第６回チャイルドライン全国フォーラム 千葉 実行委員長2009in
認定特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 代表理事 清 川 輝 基

点 鐘
☆炭谷ガバナーノミニー選出報告会

昨年８月立候補を宣言しましてから、年末にもう一人の方が炭谷亮一会員：
立候補されましたが、 の５年のパストガバナーによる指名委員会でえらば12/28
れました。これでとにかく公表といううことですが、 までに意義なければ1/22
正式にスタートします。みなさま本当に一致団結指示してくださりありがとう
ございます。私の実行したいこといくつか書きましたがごらん下さい。

～ ガバナーノミニーの選出が おこなわれまして、炭谷亮一会員岩倉舟伊智会員：2009 2010 12/28
が公表されました。 まで意義なければ正式スタートです。1/22

申東奎 奉仕プロジェクト委員会委員長

ラオスの織物の売り上げは 年忘れ例会で 円、新年８ＲＣ合同例会で 円 で100,000 294,000
計 円でした。本当におかげ様で好成績でした。394,000
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１月の理事役員会

① 例会後ホテル日航５ にて にラオス訪問の報告が炭谷亮F 12/30
一会員より報告。
② 高崎 との姉妹提携式典と懇親会についてRC
高崎市長が来られるとの事で、予算、行事のの詳細について話しあっ
た。
山出金沢市長招待の件、翌日の観光や２次会の件、

2009.1230ラオスの訪日生徒面接
ＩＴ教育のために訪日生徒の面接が当地でおこなわれました。多少とも語学（英語）が出来ていることが条件

で２名の合格者と２名の補欠者が決定しました。

才 才Miss Soutthida Aliyavongsa 14 Miss Khamsananh Onsy 14
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

視覚障害者のためのボラン
ティア鑑賞ガイドさん募集
しています。特にお喋りの好きな
女性のかた御願い致します。
1/24 12 1/25 10（ ） （ ）日 時からと 月
～ まで 当日美術館受付まで12:30

遠き道展実行委員会代表 地区くずは 森 賢司RI 2660 RC

ラオスの受験者とラオス教育省の方と炭谷亮一会員


