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こんにちは、国際奉仕委員
会の小川一です。
今年もアフリカへ行ってま
いりました、クラブ並びに各
会員の皆様より沢山の支援金
のご寄付も頂き本当に感謝いたします。

周年の年でもあり、沢山の方たちとお会いするこ
とが出来ました、私もいつまでここへこれるか分
かりません、けれどもこの先もこの施設が地域に
無くてはならない施設として育っていくことを祈
っています。
いつも新しい気付きや感動を与えてくれる、ア
フリカの大地この経験を子供や孫に伝えていける
ようがんばります、体力の続く限り今後も続けて
行きたいと思います。
本日は本当にありがとう御座いました。

９月28日に日本を出発し、目的地のガリッサへ
着いたのは30日の夜、約50時間の道のりです、毎
度の事ですが遠いです。
途中のナイロビでは怪しい女性から声を掛けら
れたりしましたが、勇気を持って振り払い、無事
ガリッサまで到着。
今年はジャイカの職員の方と同行させて頂き、
快適に移動が出来ました。

現地で調達した医薬品

到着すると早速山羊をさばいてくれて、歓迎の
おもてなしを頂きましたが、さっきまで隣にいた
山羊かと思うとやはり食欲がなくなります。
翌日は薬局へ行き、事前に頼んでおいた薬品を
引き取りに行きお金の支払いをしました、ピック
アップトラックに結構な量の薬になりました。
支援をしている診療施設へいくと、沢山の人が
私たちの事を迎えてくれました、贈呈式では町長
さんをはじめ、役所の偉い人達が勢ぞろい、盛大
な式を設営して頂き恐縮でした。
お返しにと山羊を２頭頂きましたが・・・翌日
には現地のワーカーさんたちの昼食となってしま
い、日本へは連れて来れませんでした。

贈呈式

現地では植林等も行い、少しずつですが木を増
やし、森を作っていこうという取り組みも行って
います、毎年少しずつですが、でも確実に緑が増
えているのを実感しました、今後も続けて少しで
も早く緑が一杯の地になってくれればとてもうれ
しいです。
ガリッサへ診療施設を建設してから今年で１3
年が経過しました、今年は現地で活動している
NPO法人のミコノさんが、ガリッサでの活動２０
− ２ −

お礼に山羊を二頭もらいました

①［面

積］58.3万平方キロメートル（日本の約1.5倍）

②［人

口］3,877万人（2008年：世銀）

③［首

都］ナイロビ（Nairobi）
（約310万人 2009年：ケニア統計局）

④［民

族］キクユ人、ルヒヤ人、カレンジン人、ルオ人等

⑤［言 語］スワヒリ語、英語
⑥［宗

教］伝統宗教、キリスト教、イスラム教

⑦［国祭日］12月12日（独立記念日）
⑧［略 史］1963年 英国から独立
1964年

共和制移行（ケニヤッタ大統領）

1978年 モイ大統領就任（1983、1988、1992、1997年に再選）
1982年 ケニア・アフリカ人国民同盟（KANU）による一党制法制化
1991年 複数政党制再導入
2002年 総選挙。キバキ大統領就任
2007年 総選挙。キバキ大統領再選（任期5年）

昨日のゴルフコンペで前の
二人が左右に球を散らした
後、私の打った球はきれいに
フェアウェーど真ん中でし
た。「ふーん、球筋と性格は
比例するんだ。」と前の二人
に言ったつもり。その直後の４番打者、本町の旦
那Ｎ氏の飛距離20ヤードのチョロ。ほんとに御免
なさい。しかもドブの中。品格の良いホテルザＭ
のＹ氏。「Ｎさん、出島コースのローカルルール
ではこのまま打つことになっています。」と追い
討ち。ののしり合いのゴルフも楽しい。それにし
てもロータリーの会長挨拶を考えながらのパット
はつらい。まだまだ、修行が足らない。
先週、小林孝数会員から頂いた 昭和天皇のコピー
を見て、杉浦裕会員がご自身の会長挨拶の一回目
に、 教育勅語 を配られたのを思い出しました。
当時も教育現場が荒れていたと記憶しています。
そして音楽支援のご協力、ご芳志を沢山の会員か
ら頂戴いたしました。ありがとうございました。
11月に贈呈式をやりたいと思います。
秋の市内一斉清掃日に杉浦社会奉仕委員長、安
井副委員長はじめ総勢15名が参加されました。
今年は他の団体より、多くの人数が参加されまし
た。委員長の奢りで、楽しくロイヤルホストで反

省会をしました。ご馳走さまでした。
次回の例会11/10は、11/3の祝日をはさみます。
その間には第2790地区の地区大会(11/6〜7)が銚子
市で開催されます。そして例会当日の11時より、
松戸ロータリークラブ夫人の会があります。第一
例会ですので諸事祝いなど盛り沢山で、理事会も
あります。
本日の卓話は、小川一会員の「アフリカ支援活
動報告」であります。よく若武者の成長ぶりを、
お の こ
かつもく
「三日見ぬ男子は、刮目して会うべし。」と言いま
すが、松戸ロータリークラブの若武者の皆さんの
成長がとても楽しみであります。
テーブルに女優オードリー・ヘップバーンの写
真を置きました。右の方は、映画「ローマの休日」
で記者役のグレゴリーペックと共演し、オードリ
ーは王女役を演じました。アカデミー賞の最優秀
主演女優賞を受賞した当時です。若さも加わって
か、美しさに勢いを感じます。もう一方は新聞広
告の切り取りですが、晩年になってからボロに包
まれたアフリカの弱った赤ちゃんを抱いている写
真です。平坦な道ばかりを歩まなかったとされる
オードリーの人生からか、慈愛に満ちたとても美
しい眼差しです。ユニセフの客寄せパンダという
意見もありますが、次の詩をお聞きください。米
国の詩人サム・レヴェンソンが孫娘に充てた手紙
であって、彼の詩集 「時の試練を経た人生の知
恵」 に収録されていたものをオードリーが詩の
形に直して、子供たちに読み聞かせたものだそう
です。

− ３ −

魅力的な唇のためには、優しい言葉を紡ぐこと
愛らしい瞳のためには、人々の素晴らしさを見つ
けること
スリムな体のためには、飢えた人々と食べ物を分
かち合うこと
豊かな髪のためには、一日に一度、子供の指で梳
いてもらうこと
美しい身のこなしのためには、決して一人で歩む
ことがないと知ること
人は 物より はるかに多く 回復し、復活し、
生きかえり、
再生し、報われることが 必要なのです くり返
し、くり返し、報われることが。
決して 何人たりとも 見捨ててはなりません
助けてくれる 手が必要なとき、自分の腕の先に
その手があることを 思い出して
年をとると、人は自分に 二つの手があることに
気づきます。
一つの手は 自分自身を助けるため、もう一つの
手は 他者を助けるために。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 来週の例会は文化の日
の祭日で休会となりま
す。
② 11月６日 ７日 の地
区大会の連絡は11月１日 にします。当日出席
の方はよろしくお願いします。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
特にございません。
３．他クラブ会報・その他
特にございません。
４ 例会変更の連絡
特にございません。
５．その他報告
特にございません。

前々回の理事会でもありま
した通り、入会３年目までの
会員の方が各テーブルを回る
為に、テーブルマスターを決
定しました。
各テーブルマスターは
１．松田幹事
２．島村会員
３．杉浦会員
４．土、屋会員
５．中山会員
６．安井会員
にお願いします。
総勢20名の方が、２名ずつ順番に回りますが、
各テーブルをどのような順番で回るかは、来月の
第１回例会の時に手交します。

会員53名
出席43名
仮欠10名

島村 善行君
太田原慎一君
加瀬
仁君

義務会員44名
義務会員37名
義務会員 7名

大川
奥村

吉美君
祐二君

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

織田 信幸君
中田智次郎君

本日出席率
86.0％
先々週出席率修正 88.0％→94.0％

小川 一君／今月の十日会、メンバーに恵まれ優
勝する事が出来ました。ハンデは減ってしまいま
したが、次回も優勝目指してガンバリます。
社会奉仕委員長 杉浦 裕君／10月24日 、社会
奉仕活動の一環として、「秋の市内一斉清掃」に
参加して参りました。参加された皆様、大変お疲
れ様でした。

会報にある通り、10月24日
社会奉仕活動の一環とし
て、「秋の市内一斉清掃」に
参加しました。当日は８：30
から活動し、15名の方に参加
頂きました。ありがとうございました。
− ４ −

ニコニコBOX

当日￥15,000 累計￥404,000

財

当日￥ 3,666 累計￥ 65,103

団BOX

文責／車田

