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2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
本日は鴻巣水曜RCから次年度会長の寺西修身様、次年度幹事の成田志津
子様がいらしています。4月28日に行われるふれあい鴻巣ウォーキング
のキャンペーンということです。私も参加予定とさせていただいていま
す、皆さんも参加宜しくお願いします。また認定NPO法人かものはしプ
ロジェクトの村田様、保坂様、鈴木様ようこそ。後ほど「子供が売られ
ない世界をつくる」と題し卓話を頂きますので宜しくお願いします。
この会場での前回の例会は3月29日でしたので3週間ぶりの例会にな
ります。4月5日は献血活動例会ということで多くの会員の皆さんにご
協力頂きありがとうございました。島村工業さんからは多くの新入社
員さんに献血頂きありがとうございました。4月12日は大宮ゴルフコー
スにて第5グループゴルフ大会がありました。参加された皆さんお疲れ
さまでした。何時もながらですが細野会員が74というスコアで2位とな
っています。そして、13日には地区研修協議会が大宮ソニックシティ
にて行われました。参加された皆さんお疲れさまでした。いよいよ次
年度のスタートです。樋口年度も皆さん頑張りましょう。
私個人としては、4月3日に地区の財団部門会議がありました。次年
度はクラブでも財団委員会の委員長ですので地区の情報等を出来るだ
け上尾に還元できるようにしていければと思っています。また、4月10
日には上尾ライオンズクラブの例会に出席してまいりました。先月の
55周年記念式典にライオンズの会長に来ていただいたのでお礼でお訪
ねでしたが、前日の夜突然明日30分位卓話をしてくれとの話があり、
かなり困ったのですがライオンズのガバナーをやっていた私の父の思
い出ということで何も用意せず30分間話をしてきました。
そして、皆さんに報告です。以前より話をしていた台南東北RCとの
友好クラブ締結についてですが、5月29日から6月2日まで総勢14名で
来日されることとなりました。そして31日の例会に出席して頂き覚書
にサインをすることとなりました。ちなみに、私も今回勉強したので
すがまず覚書にサインし数年以内に友好クラブ締結式を行い、その後
姉妹クラブの締結となっていくとのことです。60周年には姉妹クラブ
になれたらいいなと思った次第です。本日も宜しくお願いします。
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◇上尾北ＲＣさんの創立
30周年記念ゴルフが6月7
日に開催されると案内が届
いています。当クラブの例
会日でもあるので難しいか
もしれませんが、
ご参加さ
れる方は幹事までご連絡ください。
◇ローターアクトから
「フェアトレードにご興味があるロ
ータリアン様」
という案内が届いています。
「フェアトレー
ド講演会」が浦和のコミュニティセンターで5月19日（土）
19時から開演されるそうです。
ご興味がある方は幹事ま
でご連絡ください。
◇先日行われた献血活動では皆様にご協力いただきあ
りがとうございました。目標３０名に対して、
３７名が献
血をしてくださいました。
◇４月のロータリーレートは１ドル＝１０４円です。
◇次年度 役員・理事・委員長予定者会議が本日
18:30から、なすびで行われますので該当の皆様はご出
席のほどお願いいたします。

皆様にご参加いただければと思います。
８km、12km、16kmと３コース。費用は当日参加で
大人800円、中学生以下300円です。2,000名の方のご
参加を目標に掲げています。
参加者には記念のピンズのほか、完歩された方には、
完歩証をお渡しする時に抽選券をお渡しします。
もしか
したら豪華な景品が当たるかもしれませんので、ぜひふ
るってご参加をいたします。

委員長報告
社会奉仕委員会 齋藤 哲雄委員長
４月５日 12:30〜16:30
に行った献血活動を行い、
幹事報告にもあったように
３７名の方に献血をしてい
ただきました。会員の皆さ
まのご協力に感謝いたしま
す。
また次年度も献血活動を継続していきますので、ぜ
ひともご協力のほどお願い申し上げます。

ビ ジター ゲ ストあいさつ

例 会 主 題

鴻巣水曜RC 寺西修身次年度会長様 成田志津子次年度幹事様
皆さまこんにちは、鴻巣水曜RCが毎年行っている
「ふ
れあい鴻巣ウォーキング」のキャラバンにお伺いさせて
いただきました。ちなみに私は５年連続で上尾クラブさ
んにお伺いしております。早速ですが４月２８日（土）に
第25回目のウォーキングが開催されます。花もきれいで
緑も濃くなってくる春のいちばんいい時季ですので、ぜ
ひご家族や友人などお誘いあわせのうえロータリアンの

子どもが売られない世界をつくる

認定NPO法人かものはしプロジェクト 共同代表 村田早耶香
こんにちは、かものはしプロジェクト共同代表の村田
早耶香です。いつも当団体の活動をご支援下さり、誠に
ありがとうございます。おかげさまで、カンボジアでは売
られる子どもの被害が減少しています。2012年から活
動を始めたインドでは、活動が大きく前進しております。
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本日は、カンボジアとインド
での活動報告をしたく思っ
ております。
まず、カンボジアでの活
動の報告ですが、カンボジ
アでは「子どもを買わせな
い・売らせない」
ように活動をしています。子どもを買わ
せないために、警察が加害者を逮捕できるよう、カンボ
ジア政府と協力し、警察の訓練に資金を提供しています。
以前は法律を理解していなかったり、証拠を押収する知
識がないために警察がきちんと機能していない状況で
したがこれらの活動を進めてきた事により、加害者や売
春宿の摘発件数が増加しています。現在は、警察がきち
んと加害者逮捕が出来るようになってきたため、2016
年３月でこの警察支援を終了し、国の事業としてカンボ
ジア政府に取組みを続けていただきます。
また、子どもを売らせないためにカンボジアのい草で
雑貨をつくる工房を運営し、貧しい家庭の大人に就業の
場を提供することで、子どもを売り渡すことを未然に防
いでいます。
ご支援のおかげで、働きに来ている女性の
家庭は、生活が少しずつ改善しています。一日一食だっ
た食事が三食になり、子ども達は学校に行けるようにな
っています。中にはこつこつ貯金をして家を購入できる
家庭も出てきました。長く働いている人程、生活が改善し
ています。
これらのような取組みから、カンボジアでは被害者が
減少しています。売春宿で子どもが売られている状況は
ほとんどありませんし、被害者の保護施設にも対象とな
る子どもがほとんど居ない状態です。そのため、カンボジ
アの雑貨工房は、日本からの支援を入れなくても活動で
きるよう、2018年度からは雑貨の売上げ等で自立して
活動できるようにしていきます。
カンボジアの状況が改善していますので、次に状況が
酷かったインドにも活動を展開しました。インドでは加
害者が裁判でほとんど処罰されていないので、加害者
への有罪判決率を上げるための裁判支援を行っており
ます。
また、被害に遭った女性を救出し、心のケアや、経
済的に自立するための仕事作りを通して被害にあった
子どもや女性が人生を取り戻す支援を行っています。
ま
た、一人一人の被害者支援をしていく中でわかってきた
ことを、
こういった問題が起こらない社会の仕組みを作
るための支援に活かしています。今年からインドの中央
政府が更にこの問題に対する対策を取るようになってき
ましたので、政府に現場の状況を伝え、
こういった犯罪

が起こらない社会を作っていきたいと思っています。引き
続き、当団体の活動をご支援いただけましたら幸いです。
本日はありがとうございました。

かものはしプロジェクト様、貴重なお話しを
ご披露いただきありがとうございました！

米 山 記 念 奨 学 会 から
米山記念奨学会から、2017年度カウンセラーの樋口雅
之会員に感謝状が、2018年度カウンセラーの大塚崇行
会員に委嘱状がそれぞれ贈呈されました。樋口会員、お
疲れ様でした。大塚会員、引き続きよろしくお願いいたし
ます！
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スマイル
■鴻巣水曜RC 次年度会長 寺西修身様

■尾花正明会員：卓話ありがとうございます。

■鴻巣水曜RC 次年度幹事 成田志津子様

■大木保司会員：卓話ありがとうございます。

4/28「ふれあい鴻巣ウォーキング」のキャラバンに伺い

■名取 勝会員：卓話ありがとうございます。

ました。是非会員御家族の皆様ご参加ください。

■大塚崇行会員：卓話ありがとうございます。

■藤村 作会長：鴻巣水曜RC寺西様・成田様ようこそ。
かものはしプロジェクトさん卓話ありがとうございます。

■島村 健会員：4/8結婚祝い、ありがとうございました。
■齋藤博重会員：村田様、卓話ありがとうございます。

■須田悦正幹事：卓話ありがとうございます。

■久保田勲会員：卓話ありがとうございます。

■樋口雅之副会長：

■齋藤哲雄会員：3/26誕生日プレゼントと、

娘が高校に、息子が中学に入学しました。
■宇多村海児副幹事：
かものはしプロジェクトさん卓話ありがとうございます。
■岡野晴光会員：卓話ありがとうございます。

4/17結婚記念日の花束、ありがとうございました。
■野瀬将正会員：卓話ありがとうございました。
■長沼大策会員：鴻巣水曜RCさん、
ようこそ！
新井屋呉服店さんではキセキが起きるそうですよ！

■大塚信郎会員：卓話ありがとうございます。

■春日孝文会員：卓話ありがとうございます。

■井上 清会員：卓話ありがとうございます。

■芳賀克久会員：卓話ありがとうございます。

2018-19年度 役員・理事・委員長予定者会議が開催されました！
2018.4.19 於：なすび

2018-19年度、役員・理事・委員長予定者が参加して、次年度のRI会長テーマ、地区活動方針、地区数値目標
や、年間行事予定、各委員会の方針について話しあわれました。出席された会員の皆さま、お疲れ様でした。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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