本日の行事予定 (2013 年 12 月 27 日)
第 2952 回例会
≪納 会≫

本日は、とてもありがたい機会をいただきまし
た。人前で話をするのは久しぶりです。このよう
に立派な方々の前に立って話ができるなんて、こ
れほどの栄誉があるでしょうか。こうして、べナ
ジル・ブット氏の遺品のショールを身につけてい
先回の記録（例会）
ることも、わたしにとって大きな喜びです。
第 2951 回 ’13 年 12 月 20 日（金）晴れ
どこからお話しすればよいでしょうか。みなさ
卓話担当：幅辰雄君
んは、わたしのどんな話をききたいと思っている
講
師：青少年交換学生ジェッシー・
のでしょう。
ラフランス・ロビノー君
まずは、わたしたちをすべて平等につくってく
演
題：「わが故郷レジャイナ(カナダ)」
ださった神様にありがとうといいたいです。また、
ストレッチ体操 大河内勝彦君
ロータリーソング 「日も風も星も」
わたしが早く元気になって新しい生活を始められ
ソングリーダー 八谷潤一君
るようにと祈ってくださったみなさんにも、感謝
会 員 総 数 68 名
11 月 22 日例会分訂正
しています。信じられないほどの愛情を、みなさ
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員
19 名
んはわたしに与えてくださいました。世界じゅう
本日出席会員 50 名
MAKEUP 会 員
14 名
から、お見舞いのカードやプレセントが何千も届
本 日 の 出 席 73.53 ％ 訂 正 出 席 率 100 ％
きました。そのひとつひとつに感謝しています。
超 過 出 席 鈴木吉男君、寺島淳一君 (尾張中
子どもたちの素直な言葉に元気づけられました。
央ＲＣ創立 30 周年記念例会）、鈴木吉男君、伊藤
ありがとう。お祈りをしてくれた年長者のみなさ
哲朗君、寺島淳一君、安江正博君、前田昭生君、
ん、力をくださってありがとう。
堀田力男君、三谷栄一君、山本達彦君、加藤泰一
パキスタンとイギリスの病院の看護師、医師、
朗君、加藤則之君、山田勝弘君、伊藤基君、篠田
職員のみなさん、ありがとう。アラブ首長国連邦
廣君（役員理事委員長忘年会）、鈴木吉男君（第
の政府の方々にも感謝しています。みなさんのお
6 回地区国際奉仕委員会）、鈴木吉男君、寺島淳
かげでわたしは元気を取り戻すことができました。
一君（近代海部君誕生 100 年事業反省会）
国連事務総長のパン・ギムン氏が主導するグロ
会長挨拶
ーバル・エデュケーション・ファースト・イニシ
鈴木吉男会長
アティブ（世界教育推進運動）と、ゴードン・ブ
国連本部でのスピーチ
ラウン国連特使、ブーク・イェレミッチ総会議長
【2013 年 7 月 12 日
の活動を、わたしは全面的に支持します。彼らが
マララ・デー】 発揮しつづけてくれる指導力のおかげで、わたし
～もっとも慈悲深く寛
たちはともに立ち上がって行動を起こすことがで
大な神の名において～
きるのです。
パン・ギムン国連事
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、ひとつ覚えてい
務総長殿、ブーク・イ
てほしいことがあります。マララ・デーはわたし
ェレミッチ総合議長殿、 の日ではありません。権利を求めて声をあげたす
ゴードン・ブラウン国連グローバル教育担当特使
べての女性、すべての少年少女の日です。
殿、尊敬する年長者と親愛なる兄弟姉妹のみなさ
何百人もの人権活動家やソーシャルワーカーが、
ん、みなさんに平安ありますよう(アサラーム・アライ
人間の権利を言葉で主張するだけでなく、平和、
クム）。
教育、平等という目標を達成しようと、日々闘っ
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ています。これまでに何千人
もの人々がテロリストに命
を奪われ、何百万人もの人々
が傷を負いました。わたしは
そのうちのひとりにすぎま
せん。
ですから、わたしは今日、
たくさんの少女のうちのひ
とりとして、ここに立ってい
るのです。これはわたしの声
ではありません。声をあげることのできない人々
の声―権利を求めて闘う人々みんなの声なので
す。平和に生きる権利、人間としての尊敬を求め
られる権利、均等な機会を得る権利、教育を受け
る権利を、わたしたちは求めます。
親愛なるみなさん、2012 年 10 月 9 日、わたし
は左の側頭部をタリバンに撃たれました。わたし
の友だちも撃たれました。タリバンはピストルで
わたしたちを撃てば、わたしたちを黙らせること
ができると考えたのでしょう。でも、そうはいき
ませんでした。わたしたちが声をあげられなくな
ったとき、何千人もの人々が声をあげたのです。
テロリストたちは、わたしの目的を変えさせて
やろう、目標をあきらめさせてやろう、と考えた
のでしょう。でも、わたしのなかで変わったこと
など、なにひとつありません。あるとすれば、ひ
とつだけ。弱さと恐怖と絶望が消え、強さと力と
勇気が生まれたのです。わたしはそれまでと同じ
マララです。目標に向かっていく気持ちも変わっ
ていません。希望も、夢も、前と同じです。
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、わたしはだれと
争う気持ちもありません。タリバンやその他のテ
ロ集団に復讐してやろうという気持ちもありませ
ん。わたしがここにいるのは、すべての子どもに
は教育を受ける権利があると訴えるためです。タ
リバンを含めすべてのテロリストや過激派の子ど
もたちにも、教育を受けてほしいと思っています。
わたしは、わたしを撃った犯人のことも、憎ん
でいません。もしわたしが銃を持っていて、目の
前に犯人が立っていたとしても、わたしは撃ちま
せん。この思いやりの心を教えてくれたのは慈悲
深い預言者ムハンマドであり、イエス・キリスト
であり、仏陀です。意識を変革することを教えて
くれたのは、マーティン・ルーサー・キング、ネ
ルソン・マンデラ、ムハンマド・アリー・ジンナ
ーです。非暴力の哲学を教えてくれたのは、ガン
ディー、バシャ・カーン、マザー・テレサ。そし
て、人を許す心を教えてくれたのは、わたしの父
と母です。わたし自身の魂も、こういっています。
「平和を大切にしなさい、すべての人を愛しなさ
い」
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、光の大切さがわ
かるのは、暗闇のなかにいるときです。声の大切
さがわかるのは、声をあげるなといわれたときで

す。それと同じように、パキスタン北部のスワー
トが銃だらけになったとき、わたしたちは、ペン
と本の大切さに気づきました。
「ペンは剣よりも強し」ということわざがありま
す。まさにそのとおりです。過激派は、本とペン
を恐れていました。そしていまも恐れています。
教育の力が怖いのです。彼らはまた、女性を恐れ
ています。女性の声が持つ力が怖いのです。だか
ら、彼らは人を殺すのです。最近では、クエッタ
の罪のない学生を 14 人も殺しました。女性教師や、
ポリオ撲滅を目指す活動家を何人も殺しました。
毎日学校を爆破するのも、同じ理由です。昔もい
まも、かれらは変化を恐れているのです。わたし
たちの活動によって、平等な社会が生まれたら困
ると思っているのです。
わたしの学校の男の子が、ジャーナリストから
「タリバンはなぜ教育に反対しているのか」と質
問されたことがあります。男の子はとてもシンプ
ルに答えました。本を指さして、
「タリバンはこの
本に何が書いてあるか知らないからです」といっ
たのです。テロリストは、神様のことを、学校に
通っている女の子をただそれだけの理由で地獄に
落とすような、心の狭い保守主義者だと思ってい
るのです。テロリストはイスラムの名とパシュト
ゥン人社会を利用して、自分たちの利益を求めて
います。パキスタンは平和を愛する民主主義国家
です。パシュトゥン人は娘たちや息子たちに教育
を受けさせることを望んでいます。イスラム教は、
平和と人道と同胞愛を重んじる宗教です。イスラ
ムの教えによると、子どもには教育を受ける権利
があるというだけではありません。おとなにも、
子どもに教育を受けさせる義務と責任があるので
す。
事務総長殿、教育には平和が必要です。世界の
多くの地域で―なかでもパキスタンとアフガニ
スタンではとくに、テロや戦争、紛争によって、
子どもたちが学校に通えない状況になっています。
戦争や紛争はもうたくさんです。女性と子どもは
世界各地で、さまざまな苦しみを抱えています。
インドでは、罪のない貧しい子どもたちが児童労
働の犠牲になっています。ナイジェリアでは多く
の学校が破壊されました。アフガニスタンの人々
は、ここ何十年もの間、過激派の活動に苦しめら
れてきました。幼い女の子たちが家事労働をさせ
られ、早婚を強いられています。貧困、無知、不
正、人権差別、そして基本的権利の剥奪は、男性
にとっても女性にとっても重大な問題です。
親愛なる仲間のみなさん、わたしは今日、女性
の権利と女の子の教育を中心にお話ししています。
もっとも苦しんでいるのは、女性と女の子だから
です。かつて、女性の社会活動家たちは、女性の
権利のために立ち上がってほしいと男性に求めて
いました。でも、いまは違います。わたしたち女
性がみずから立ち上がるときがきたのです。女性
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が権利を得られるよう声を上げてくれている男性
に、それをやめてくれといっているのではありま
せん。女性が自立して自力で闘うべきだといって
いるのです。
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、いまこそ声をあ
げるときです。
わたしたちは今日、世界の指導者たちにお願い
します。今後の政策を、平和と繁栄を重視するも
のに変えてください。すべての和平協定を、女性
と子どもの権利を守るものにしてください。女性
の権利を奪うような協定は、受け入れることがで
きません。
すべての政府にお願いします。世界じゅうのす
べての子どもが無償で義務教育を受けられるよう
にしてください。テロや暴力と闘い、子どもたち
が残虐行為や危害を受けないようにしてください。
先進諸国にお願いします。開発途上国の女の子
の教育機会拡大を支援してください。
すべてのコミュニティにお願いします。寛い心
を持ってください。カースト、信条、宗派、肌の
色、宗教、性差による偏見をなくしてください。
女性に自由と平等を与えてください。そうすれば、
女性はもっと生き生きするでしょう。社会の半数
の人間が抑圧されていたら、なにごともうまくい
くはずがありません。
世界じゅうの姉妹のみなさんにお願いします。
勇気を持ってください。そんな力はないなんて思
わないで、自分には無限の可能性があるというこ
とに、どうか気づいてください。
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、すべての子ども
の輝ける未来のために、わたしたちは学校と教育
を求めます。わたしたちはこれかも旅を続けます。
その目的地は、平和と教育。だれもわたしたちを
止めることはできません。わたしたちはみずから
の権利を求めて声をあげ、その声によって変化を
もたらします。
言葉には力があります。わたしたちの言葉で世
界を変えることができます。みんなが団結して教
育を求めれば、世界は変えられます。でもそのた
めには、強くならなければなりません。知識とい
う武器を持ちましょう。連帯と絆という盾を持ち
ましょう。
親愛なる兄弟姉妹のみなさん、忘れてはなりま
せん。何百万人もの人が貧困、不正、無知に苦し
んでいます。何百万もの子どもたちが学校に通え
ずにいます。わたしたちの兄弟姉妹が、明るく平
和な未来を待ち望んでいます。
そのために、世界の無学、貧困、テロに立ち向
かいましょう。本とペンを持って闘いましょう。
それこそが、わたしたちのもっとも強力な武器な
のです。ひとりの子ども、ひとりの教師、一冊の
本、そして、1 本のペンが、世界を変えるのです。
教育こそ、唯一の解決策です。まず、教育を。

幹事報告
寺島淳一幹事
1. 先週のクリスマス家族
例会には多くのご家族
に参加していただきあ
りがとうございました。
また、本日クリスマス
家族例会の登録料の請
求書をお配りしましたのでお早めにご入金く
ださいますようお願いします。
2. 司法書士法人アスアの飯村理(いいむらおさむ）
さんから入会の申し込みがありました。推薦
人は野々山勝也君と私です。12 月 6 日の理事
会で承認されました。推薦に対してご異議の
ある方は、本日より 7 日以内に理由を記載し
た書面を事務局まで提出して下さい。
3. 事務局の年末年始休暇は前後の土日も含めて
12 月 28 日から 1 月 5 日までお休みとさせて
いただきます。緊急の連絡は私幹事までお願
いいたします。
4. 9 月に卓話にお越しいただきました書道作家
の一ノ瀬芳翆(いちのせほうすい)先生主宰の
「2014 年東日本大震災支援チャリティー新
春書き初め会」の案内をお配りしました。
以上です。よろしくおねがいします。
ニコボックス報告 第 2951 回分
堀田力男ニコボックス副委員長
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①クリス
マス家族例会、多くの方に参
加して頂きありがとうござ
いました。親睦活動委員会の
皆様お疲れさまでした。
浅井賢次君 ①クリスマス
会家族皆大変喜んで居りま
した。有難うございました。
②会長始め親睦活動委員会の皆さんご苦労様でし
た。③写真が家族で載りました。
稲垣宏高君 ロータリーゴルフで優勝しました。
寺島淳一君 クリスマス家族例会では会長の命令
でソングリーダーをさせられました。しかも歌え
と言われ調子に乗って歌ってしまいすいません。
ソングリーダー予定だった S さん、すいませんで
した。
幅辰雄君 本日、卓話です。宜しくお願いします。
鶴見治貞君 本日は、お誕生日です。当年取って
68 才になりました。ガックリボックスです。
稲川明俊君、河西あつ子君 クリスマス会を欠席
しました。
根崎健一君 稲垣さんにお世話になりました。
水野憲雄君 クリスマス会にて特別賞をいただき
ありがとう。またウィークリーに写真が載りまし
た。
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野々山勝也君 台北滬尾ＲＣのウィークリーに記
事が載ってました。（11/6 号）
浅井彦治君 ゴルフ会納会おつかれさまでした。
加藤泰一郎君 写真が載りました。クリスマス会
には大変お世話になりまして孫たちも大変よろこ
んでいました。
相羽あつ子君、浅井彦治君、古川弘一君、幅辰雄
君、日比一昭君、堀田力男君、猪飼充利君、伊藤
幸蔵君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊藤哲朗君、伊
藤祥文君、加藤則之君、加藤泰一郎君、加藤隆朗
君、小林啓子君、児玉昭君、前田昭生君、松崎安
孝君、三谷栄一君、水野憲雄君、水野人志君、野々
山勝也君、大河内勝彦君、佐藤敬治君、篠田廣君、
住田正幸君、鈴木吉男君、杦田勝彦君、高木輝和
君、滝川林一君、宅見康悦君、田中正明君、寺田
妟章君、安江正博君、八谷潤一君、余郷利彦君、
横井知代君、吉田康裕君 ウィークリーに写真が
載りまして。
横井知代君、河西あつ子君、水野人志君、片岡鉄
君 その他。

卓 話
卓話担当：幅辰雄君
講
師：青少年交換学生ジェッシー・
ラフランス・ロビノー君
演
題：わが故郷レジャイナ(カナダ)」

幅辰雄君

カウンセラーの加藤則之君

みんな さん、こんにち
は！ この すぴーち は
ともだち と かぞく いっ
しょににした。だから、あ
りがとう！ ぼく の に
ほんご まだ わるい、ごめ
んなさい。いま は ぼく
の さいしょ すぴち にほ
んご で、だから なん ぷ
ん かかる か わかりません。でも、がんばりま
す。いま から にほん と かなだ ちがい。おおけ
え！(Alright) はじめましょ！（以上、原稿のママ）
（ここから漢字入りに直しました）最初ヨーロッパか
ら、探検家がヴァイキングでカナダにきて留まり、
少し経ってから帰りました。1534 年、ジャック・
カーチエがカナダに到着した。そしてフランスの
土地と主張した。
（中略）イギリスは今のアメリカ

でポストを設立しました。イギリス人とフランス
人が戦いを始めた。戦争はカナダ負けた。(中略)
イギリスは今のオンタリオ(西)にとどまり、フラ
ンスは今のケベック(東)にとどまった。
カナダは世界最大の国の一つで、30 の州があり、
成長をつづけています。最も文化的な国のひとつ
です。カナダの国旗は、1965 年に作成されました。
このメイプルの葉
の尖った部分は 11
個です。純粋に美
しいです。イング
ランドのユニオン
ジャックもカナダ
の公式の旗です。
多くの人はカナダ人は寒い天候を好きと思って
いる、しかしそれは違う。寒いのが嫌い、でも僕
は好き！ 多くの人は僕に「ホッケー上手？」と
聞く。でも残念なことに僕は上手じゃない。子ど
ものころバレーボールと野球を少し遊びました。
今カナダではレジャイナ・サスカチュワンで住
んでいます。この地域は英語で話す、でも僕はフ
ランス語と英語をしゃべります。なぜなら、僕は
子どものときに、オタワに住んでいたからです。
オタワはフランス語と英語を話します。
両親は二人とも警察官です。お母さんはお父さ
んよりポジションが高い。お兄さんは自衛隊です。
お姉さんは警察官になるための勉強をしています。
僕も両親のような警察官になりたい。
日本とカナダの間の大きな違いは運転と学校と
人。運転は、日本は左側、アメリカ右側。日本の
道路と車はほんとに小さい。カナダではたくさん
の人は大きいトラック運転しています。日本でそ
のトラックは道路からはみ出ます。
日本の高校で子供達は制服を着ている、そして
たくさん規則があります。カナダではそれはちょ
っと違う。学生は運転免許大丈夫です。16 歳で免
許が取れます。だから高校は車で行きます。カナ
ダの学生は働いても大丈夫です。先生が働くこと
をすすめてくれます。日本の高校生はそれはだめ。
働くよりもっと勉強しなさい！
カナダでは外でマンガ読んでいません。スープ
など食べる時、音を立てるのはだめ、でも日本で
は普通！ カナダに戻って、そとで最初のラーメ
ンを食べる時、音を出して食べたらみな驚くこと
想像できます。一番の違いは日本には日本人しか
いない。カナダではいろんな人種がいるからおも
しろい。日本とカナダがとても違うことがわかっ
て交換留学してほんとに楽しい。
ぼくはいつもほんとにうれしい。授業は楽しく
ないけど、まだおもしろい。なぜなら、人生の中
でもっともユニークな経験になるだろう。ロータ
リー、ほんとに感謝する。来年は僕はカナダに帰
っても日本語の勉強つづけます。
みなさん！ ありがとうございます。
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その他

社会奉仕委員会
前年度の津島ＲＣ創立 60 周年記念事業で、名鉄
津島駅と勝幡駅に寄贈した時計塔に「信長の台所
(津島駅)」､「吉法師の里(勝幡駅)」の銘板を新た
に取り付けました。12 月 13 日(金)、銘板の字を
書いてくださった一ノ瀬芳翆先生をお招きし、津
島駅と勝幡駅前で引き渡し式を行い、津島市と愛
西市へそれぞれ目録をお渡ししました。

ケータイで確認しながら(？)
出席報告は
伊藤哲朗副会長
八谷潤一親睦活動委員長

津島駅前で
は、津島市
の野村副市
長に目録を
渡しました。

Ｒ財団委員会(親善奨学生だより)
2006～07 年度Ｒ財団国際親善奨学生の山口（旧
姓酒井）敦世さんから、クリスマスカードが届き
ました。

勝幡駅前で
日永貴 章愛
西市長に目
録を渡しまし
た。

津島ロータリークラブのみなさま
Ｍerry Ｃhristmas
and Ｈappy Ｎew Ｙear!!!
2006－2007 年度ロータリー財団
国際親善奨学生の山口（旧姓酒
井）敦世です。みなさま、お変わりなくお元
気でお過ごしでしょうか。
私の方は、昨年末に結婚し、横浜での新生活
をスタートさせてから、早いものでもう 1
年が経ってしまいました。
5 月に結婚披露宴を行い、9 月にはローマ、
フィレンツェ、ヴェネチアに新婚旅行に行っ
て参りました。披露宴では、私と夫の共通の
師匠である大学院の指導教官に祝辞をいた
だくなど、本当に多くの方々に祝福していた
だき、また支えていただいて、今の自分があ
るのだと改めて実感した 1 年でした。現在、
仕事では学習塾で小中学生を相手に勉強を
教えたり教室の事務をしたりしているので
すが、なかなか楽しく、また家庭では料理の
面白さに目覚め、ついに最近では自分で魚を
捌いて干物を手作りするまでになりました
(笑)。新しい土地でも、なんとか上手くやっ
ていけそうです。
みなさま方におかれましても、どうぞ健やか
な 1 年をお過ごし下さいませ。
2013 年 12 月吉日 山口敦世

1 月の例会変更
クラブ名
あま RC
名古屋空港 RC
尾西 RC
一宮中央 RC
名古屋守山 RC
一宮北 RC
名古屋和合 RC
尾西 RC
名古屋名南 RC
一宮中央 RC
名古屋東南 RC
名古屋北 RC
名古屋清須 RC
名古屋城北 RC
稲沢 RC
名古屋ｱｲﾘｽ RC
名古屋東南 RC
一宮北 RC

日
1/6
1/6
1/6
1/8
1/8
1/10
1/15
1/20
1/21
1/22
1/22
1/24
1/28
1/28
1/29
1/29
1/29
1/31

曜
月
月
月
水
水
金
水
月
火
水
水
金
火
火
水
水
水
金

サイン受付
名鉄グランドホテル
キャッスルプラザ
尾西信用金庫本店
一宮商工会議所（夜）
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
一宮商工会議所
ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ
尾西信用金庫本店
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜）
一宮商工会議所（夜）
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
名古屋東急ホテル
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
栄東急イン
林商事ビル
ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋
ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F
一宮商工会議所
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中日新聞に載りました

津島市の民俗芸能「くつわ踊」の記事
(12 月 26 日付愛知総合版)

中日新聞蟹江通信部記者の鈴木啓太氏が、津島
ＲＣとあまＲＣ合同の補助金事業のひとつ「海
部 1 周ぐるりウォーキング」に参加した報告と
感想等をレポートました。(12 月 8 日付尾張版)

←2011 年 10 月 2 日、
尾張津島秋まつりの
とき、津島神社境内
で披露したくつわ踊
↓

↑
↑
ウォーキングの参加賞と 4 回の踏破賞の方に
贈呈したピンバッジのデザイン

台北滬尾ＲＣより E メールが届きました

次回例会
第 2953 回≪新年初例会≫
■例会時間・場所 変更
’14 年 1 月 10 日（金）
場 所：津島神社 本殿
集 合：午後 3 時 15 分
ご祈祷：午後 3 時 30 分より

另 1/1 為國定假日-元旦，休會乙次
祝 大家 新年快樂、身體健康、福慧增長、
萬事如意 !!

次々回例会
第 2954 回 ’14 年 1 月 17 日（金）
≪クラブアッセンブリー≫

2013 年の漢字は「輪」
どうぞ良いお年を
お迎えください！
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