
1 

 

 

第 2070回例会  平成 29年 12月 4日（月曜日）第 16号  

 

本日の例会 １２月４日（月） 第１例会  

◎ソ ン グ 『 奉仕の理想 』  

◎卓  話 

 

◎ゲストスピーカー 

『 ロシア革命 100年から見た 

ウクライナ問題 』 

日本ウクライナ文化交流協会会長 

小野 元裕様 

担当：岩﨑 史郎会員 

 

◎本日の献立 軽食ワンプレート  

※ 次週１１日は振替休会です。ご確認をお願い致します。 ※  

次回の例会 １２月１６日（土） 第２例会  

｟クリスマス家族会｠ 

場所：シェラトン都ホテル ３階 「三笠の間」 

時間：17：30～移動例会 18：00～クリスマス会 

 

前回の例会 １１月２０日（月） 第３例会  

◎ゲスト 船場ＲＣ     塩尻 明夫様  

会 長 挨 拶             宮田 照男 会長  

皆さん、こんにちは。 

本日は、地区社会奉仕委員会から、船場ロータリ

ークラブの塩尻明夫様が献血の PRにお越しです。

ようこそお越し下さいました。   

さて、最近は日暮れもずいぶんと早くなり、紅葉

がきれいな時期だというのに、もう町にはクリスマ

スツリーがあっちこっちにあり、なんとなくあわた

だしいような気になります。上期の例会もあと２回

 

となり、今年度も半分が終わろうとしています。 

のこすクリスマス家族会は、今年の締めくくりとし

て、皆さんと共に楽しく過ごしたいと思いますの

で、ぜひご家族をお誘い合わせの上ご参加をお願い

致します。 

先週、ロータリー財団特別寄付のお願いをいたし

ましたが、当クラブは皆さんのご協力のもと、ロー

タリー財団特別寄付、米山奨学特別寄付ともに、数

年来、目標額を達成しております。今年度もよろし

くお願い致します。 

ロータリー財団 地区補助金を活用しておこな

った奉仕活動で、より大きな喜びを感じてもらった

と聞くと、また、次年度も何かしら、喜びを与えら

れるようなことが出来ればと思います。 

幹 事 報 告          岩橋 竜介 幹事 

1.片山ガバナーより第 2660地区、地区大会のお礼

が来ております。晩餐会は 390名、大会 2日目は

1,400名の出席があり、ご協力に感謝致しますと

あります。 

2.「11月 18日(土)にガバナー事務所において、青

少年交換留学候補生と保護者の第一回オリエン

テーションが開催されました。当クラブから参加

する岩橋映美と私が出席してきました。5名の候

補者がおりますが、今回はそれぞれ 5分の日本語
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での自己紹介スピーチを行いました。毎月一回来

年の 6月まで行われます。」 

3.今週金曜日 11月 24日に IM第 4組の会長・幹事

会が開催されます。当クラブからは、百済ガバナ

ー補佐、宮田会長、そして私が出席致します。特

に今年度の IMRDの開催要項などが説明されます。 

4.11月 30日(木）は第２回情報集会をシェラトン都

ホテル３階「四川」にて午後６時 30分より開催

いたします。多数のご出席をお願いいたします。 

5.１２月２日（土）には大阪ネクストロータリーク

ラブ１０周年記念式典に宮田会長と私が出席し

てまいります。 

6.次回１２月４日の例会終了後は第６回定例理事

役員会を５階 フリージアの間にて開催いたし

ます。理事役員の皆様にはご出席をよろしくお願

いいたします。 

7.次週、11月 27日は休会となっております。ご確

認のほどよろしくお願いいたします 

8.公徳会 USJ招待の写真が掲示板に貼りだしており

ます。ご覧ください。 

出 席 報 告            中村 委員  

本日の会員数 ２１名  

本日の出席者数 １７名  

本日の出席規定適用免除会員 ９名  

本日の出席率 ８９．４７％  

１１月６日の修正出席率 ９４．７４％  

ニコニコ箱報告       副ＳＡＡ 伊藤 雄一  

地区社会奉仕副委員長      塩尻 明夫様 

     本日は地区献血のＰＲにてお邪魔致し

ました。宜しくお願い致します。 

中村会員 12月 16日はクリスマス家族会です。 

多くの皆様のご参加宜しくお願い致し

ます。 

地区社会奉仕献血ＰＲ   副委員長 塩尻 明夫様 

皆さま、こんにちは。 

私は国際ロータリー第２６６０地区、社会奉仕委

員会副委員長の塩尻と申します。本日は急なお願い

にも関わらず、例会の貴重な時間を事業 PRに頂戴

し、心より感謝を申し上げます。 

さて、皆さまご存じだと思いますが、我々は年２

回、ローターアクト主導で献血活動を行っておりま

す。今年度、第１回は７月２３日に行われ、おかげ

さまで３９８名の受付、３１８名の採血という結果

になりました。 

ただ、前述の通り、受付をされても、諸事情によ

り、採血に至らない方が増えてきています。たとえ

ば海外旅行から帰られて間もない、海外生活が長か

ったらダメなど、条件が厳しくなっている事が要因

です。そこで、次回は２月２５日日曜日に、５カ所

で開催されます第２回の献血では、血液在庫が少な

くなっている状況を踏まえ、より多くの皆さまに、

献血へのご協力を頂こうと、こうして委員会総出

で、各クラブに PRに廻っています。 

梅田（HEP前）、なんば（高島屋前）、京橋（駅前

広場）、くずは（駅前）、大日（イオンモール）の５

カ所で行われる献血にお越し頂き、ご協力を賜りま

すよう、心からお願い申し上げます。 

詳細に関しましては、実施日に近づきましたら、

メールなどでそれぞれのクラブ事務局様に発信致

します。クラブの社会奉仕担当の方々は、その情報

をもとに、何卒、ご参加、ご協力をお願い致します。 

有り難うございました 

卓 話           担当：岩橋 竜介様 

【ケニア・シープケア給食支援・ 

バスプロジェクトの報告】 

アフリカのケニア共和国の首都ナイロビ。その東に

位置するいわゆるスラム街「ソウェト地区」にある

シープケア学校。幼稚園から高校まで、現在は 750

名ほどの生徒が集う。 

この地域の子どもたちにとって、シープケアで食べ

ることのできる朝食(オートミールのようなもの)

と昼食は、その日食べることのできる唯一の食事で

あるというのは稀ではない。単なる食事以上の効果

を生むのが学校給食である。 

東大阪中央RCは、日本国際飢餓対策機構(以下JIFH)

と協力しつつ、この学校の給食支援を 2013 年から

始めた。2013 年、2015 年は元阪神タイガースのマ

ット・マートン選手が協力してくださり、チャリテ

ィーディナーショーを行い、集まった寄付金を岩橋

がシープケアまで持参し、手渡すことができた。 
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しかし、2016～17年度より、単発の支援ではなく、

シープケアが持続可能な資金繰りをするために始

めた「バスプロジェクト」を五年間かけて支援する

という、ロータリーでもあまり行われていない長期

支援に踏み切った。シープケアがローンを組んでバ

スを購入し、その運用によって収入を得て、その運

用益を学校給食やその他の資金として用いるとい

うものである。 

 

 

 

 

東大阪中央ＲＣとしては、真の支援は「魚を与える」

ことではなく、「魚の取り方を教える(支援する)」

ことであると認識し、従来の一回きりの資金援助で

はなく、5 年の継続支援を行い始めた。やがてバス

購入ローン完済のあかつきには、外部の支援に頼る

ことなく自立できることを目指している。2016～17

年度の結果は以下のような結果になっていること

が報告された。 

 

2016年 7月～2017年 6月 

収入 3,584,000（ケニアシリング） 

支出 3,229,228 

（ドライバー給料、燃料費、修理費、保険など含む） 

差額 354,772KS 

 

 

昨年度は、このプロジェクトの資金集めのために、

プロゴルファーの中嶋常幸選手がチャリティーデ

ィナー＆トークショー、翌日はチャリティーコンペ

を行ってくださった。両日ともに大盛況のうちに予

想を上回る資金を調達することができ、パスプロジ

ェクトの第一年目を終えることができた。 

今年度も資金集めの企画を考えて行う予定にして

いる。学校給食がもたらす効果のことを述べたが、

(多少重なる部分はあるものの)１０の効果が生ま

れている。
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１．退学者の減少～路上生活に戻る子どもの減少 

２．生徒数の増加 現在約 750名 

３．欠席生徒の激減(かつては約 40％～現在はほぼ

０％） 

４．栄養状態の改善 （餓死や栄養不良による病気

の激減） 

５．学習意欲の向上(路上で食料を探さなくてよい） 

６．栄養バランスのとれた食事の提供 

７．集中力・学習意欲の向上 

８．家庭の収入(食費の支出）の助けとなっている 

９．各家庭の関係改善(食事に関わる争いの減少） 

10．栄養不良による疾病の減少 

 

 

5 年の挑戦。今年は 2 年目。私たちの願いは、この

子どもたちの笑顔が消えずにこれからも続き、子ど

もたちが将来・未来に希望をもつことができる支援

をしていきたいと願っている。 

 

情報集会報告         

2017年 11月 30日（木曜日）にシェラトン都ホテル 

「四川」にて第 2回情報集会を開催いたしました。

出席者は 13名でした。

 

 

 

 

 

宮田会長のお誕生祝いを皆さんでお祝いしました。 

おめでとうございます。 
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