
地域を育み、大陸をつなぐ

たいまつ宣言

エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

1. 我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1. 我々は 他に依存することなく 自らを発する
1. 我々は 常に変革をもって 行動する
1. 我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1. 我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ

　日本語には、美しく味のある言葉がありますが、“今宵”は
春、初夏にちなんだ美しい言葉をいくつか、“追憶”してみま
しょう。
○陽　炎　光が透きとおった炎のように地面からゆらゆら　
　　　　立ち昇って見える現象。「陽の炎」という字が素晴　
　　　　 らしいが、「阝偏」を「月編」にすると「腸炎」になります。
○風光る　春の陽光が照らす中を吹き渡るそよ風、風が光って見えるという
　　　　　例えの言葉。いかにも春らしい表現です。 
○風薫る　同じような情景ですが、初夏になるとこのように表現します。風
　　　　　が若葉の上を渡って、さわやかに吹く。
○山笑う　新緑や花などで山全体が明るく輝いて、笑っているように見える
　　　　　様子を表現。
○花　心　花が持つ心という意味から、華やかな心や風流な心をいう。「男は
　　　　　みんな花心を持っている」などと言いますが、別の意味もありま
　　　　　す。花は散りやすいところから、移ろいやすい心、浮気心という
　　　　　意味です。「男の花心」、こちらの方がピッタリかもしれません。
○麗　か　言葉の響きだけで意味が伝わる。空がよく晴れて暑くも寒くもな
　　　　　く、のどかな、さわやかな日和の様子を言います。
○春　霞　春の朝から昼にかけて、水蒸気が空気中にフワフワと浮かんでい
　　　　　る状態。景色がぼやけて見えるようで風情があります。
○朧　月　春の夜の、水蒸気に包まれてぼんやりかすんだ月のこと。「朧」と
　　　　　「霞」は同じ現象ですが､「霞」は日中､「朧」は夜です。同じ現象
　　　　　でも昼と夜とでは言い方が違います。日本語というは、実に奥が
　　　　　深いです。
　夏目漱石の俳句にこんなのがあります。

「罪も嬉し、二人にかかる　朧月」
　これは経験がないと意味が分らないかもしれませんね。
　今年度もあと1ヶ月、私の心境は正に山は笑い、風光り、陽炎が燃え立ち、
実にうららかです。そして、頭の中は昼が霞、夜は朧です。
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■出席状況報告

■今月の主な行事
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点　鐘	 鈴木　享会長
開会宣言	 堂山啓太SAA
ロータリーソング我等の生業
ゲスト紹介

帯広市こども未来部　おやこ健康課
課長補佐　永井雅姫 様

（会　食）
会長報告	 鈴木　享会長
会務報告	 古田敦則幹事
①帯広東RC、5月31日（金）は休会
②帯広西RC、年度末最終例会
　　日　時　6月30日（木） 
　　　　　　午後6時30分
　　場　所　北海道ホテル
　◆スポーツ大会◆
　【ゴルフ】
　　時　間　12：00スタート
　　場　所　帯広国際CC
　【パークゴルフ】
　　時　間　13：00スタート
　　場　所　十勝川水系パークゴルフ場（36ホール）
　　　　　　帯広市西10条北8丁目

天野清一会員
　この度の父の葬儀に際しまして公
私ともに何かとお忙しい中、多数の
みなさまにご参列いただき、ならび
に過分なるご供花ご供物等ありがと
うございました。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　田中耕吾委員

鈴木　　享会長　 最近何やらワクワクした気分です。
ニコニコ狂歌『風光る 今年の春は 
格別に あと5回で お役御免』

佐々木嘉晃会員　 今日は国際奉仕担当例会です。よ
ろしくお願いします。4月から十勝
歯科医師会の副会長となりました。

江口　文隆会員　 十勝管内コンクリート二次製品協
同組合理事長になりました。

プロブラム	 国際奉仕委員会

「JICA草の根技術協力事業」に関して

帯広こども未来部おやこ健康課	 課長補佐		永井雅姫
　本日は帯広市と国際友好都市として交流している
中国の朝陽市とのプロジェクトについてお話し致し
ます。JICAのなかでも重点的に予算が付けられる事
業として草の根技術協力事業というプロジェクトが
あります。これは経済的に途上の村の人たちに対し
寄付という形ではなく、村の女性リーダーたちに技
術や知識を身につけてもらい生活そのものを支援す
るための協力事業です。実際は帯広市の親善交流課
内の事務局であります十勝インターナショナル協会
で請け負い、私たちは帯広市から朝陽市に派遣され
ます。年度ごとに4人、3年間のプロジェクトで、そ
の4人のリーダーたちは帯広での研修で主に健康につ
いての学習を積んでいき、中国に帰り地域の住民た
ちにその知識を広めてもらうことが大きな目的で、

その結果として地域の人たちが保健衛生や栄養改善
に対する意識を高めてもらい、個人個人が健康にな
るための行動が取れるようになってもらうことが目
標です。彼女たちリーダーの仕事は税金や年金を集
めることの他に重要なのが、皆さんもよくご存知の

「一人っ子政策」の監視役です。二人目三人目を身ご
もらないかと随時監視していて、村人たちも二人目
三人目を産むことで罰金のようなものが科せられま
すが、リーダーである彼女たちも自分の収入に大き
くひびいてくるので、違反者を見つけることに必死
になっていました。
　この事業の流れとしては、
10日間から2週間ほど帯広
に招き学習します。内容と
しては高血圧や若年から
の喫煙についてでした。禁
煙の必要性や減塩や油の
取り過ぎに対する学習とあ
わせて、この事の重要性を
村人たちにどのような言葉や接し方で伝えていくと、
より伝わるのかといった具体的なことも学習します。
生活改善については帯広市内の農家の普段の暮らし
ぶりを見てもらうことも、とても役に立っていたよ
うです。栄養面での講習では中国でも手に入りやす
い食材である豆腐を使ったメニューですとか、野菜
を漬け物にするのではなく干して保存して使うなど
減塩と結びつく知識を得ているようです。
　私自身、実際彼女た
ちが10日間という短い
期間でどこまで身に付
けられるか正直心配な
面もありましたが、彼
女たちにとっては日本
にまで来て研修を受け
るということがとても
名誉なことであり、ま
たモチベーションが上がるということにつながって
いることを知りました。ですから帰国してからも自
分たちが学習で得たことを一生懸命に伝えてくれて
います。そしてその後私たちが中国に行って現地の
彼女たちの村での活動の様子を実際に見て、彼女た
ちに改善点などのアドバイスをします。継続してこ
の事業を行うにあたって地元のリーダーたちと今後
の課題や要望などを話し合ってきました。そして、
それらの内容をこれからの事業の継続に反映させて
いければと思っています。

謝　辞	 鈴木　享会長
　まず、永井さんの積極的でかつ素晴らしい行動力
に驚きました。また一人っ子政策がまだまだ続いて
しかも監視役までいたことを知り勉強になりました。
日本と中国はぎくしゃくした関係が続いていますが、
永井さんのような女性が、しかも女性同士での交流
という、このような密着した地道な活動がやがて10
年後20年後、そして50年後の日本と中国の関係にお
いて大変大切な役割を果たしていくのではないかと
思います。改めて敬意を表したいと思います。

閉会宣言	 堂山啓太SAA
点　鐘	 鈴木　享会長

　次週プログラム予定
　ガバナー補佐公式訪問　畠山誠一 様
　プログラム委員会 「会員卓話」 小谷典之会員


