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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●四つのテスト唱和 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のお客様  
	 地区米山奨学委員会	 副委員長	 	 山本光人様	 

	 卓話者	 	 シバラム	 カドカ様	 

   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 この２９日の日曜日に、碧南市消防団観閲式にご案内を頂き出席して参りました。杉浦栄

次団長以下、団員の皆さんの凛々しい姿に感動致しました。団員さんはもとより、送り出し

て頂くご家族のご苦労を思い感謝を申し上げます。 
	 我々もこうして例会に出席出来ますのも従業員、家族の理解があればこそと感謝を致した

いと思います。１０月は職業奉仕月間であり、本日は米山記念奨励月間という事で、地区よ

りお越し頂いております。よろしくお願い致します。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は３点ほどございます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございますので、よろしく

お願い致します。	 

・	 来週から３週連続で、例会等の時間がかわります。	 

第２６５８回例会 平成２５年１０月２日(水) 

岡本明弘幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  

・	 １０月９日は職場例会で、アスカ工業さんです。	 

・	 次は１０月１５日の火曜日で、ガバナーの公式訪問です。高浜ＲＣさんと合同の例会にな

ります。場所は衣浦グランドホテルです。駐車場は、碧南ＲＣがホテルの前の方に止める

事で了解を頂いております。３階の会場へはなるべくお早めにお集り頂きますようお願い

致します。会長、幹事の懇談会へご出席される方は１１時までにご集合をお願い致します。	 

・	 １０月２３日はインフォーマルミーティングで、碧南商工会議所で時間は１８時です。お

間違えないよう、よろしくお願い致します。	 

・	 後に、本日例会終了後に第４回理事会を２０１号室で開催致します。役員、理事の方は

お集り頂きますよう、よろしくお願い致します。	 

 

	  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
地区米山奨学委員会	 副委員長	 山本光人様	 	 ニコボックスに寄付して下さいました。 
長田	 豊治君 先週例会にて、ガバナー補佐訪問並びにクラブ協議会を無事に終えること 
岡本	 明弘君 が出来ました。ありがとうございました。 
加藤	 良邦君 9/29 宗派の寺庭婦人会の研修が私の寺で行われ、中電火力発電所を総勢

64 名で見学をさせて頂きました。 その節 伊出所長さんには休日にも関
わらず所内の説明案内をして頂きました。 参加者全員感激し喜んでいま
した。有難う御座いました。 深く感謝致します。 

中根	 佑治君 本日の卓話の講師を紹介させていただきます。 
鈴木	 並生君 本日少しいい事がありました。 
竹中	 	 誠君 「２０１３年オイスカ国際交流フェスティバル」皆様方のご協力により無

事に終える事ができました。 感謝しています。 
鈴木	 健三君 山本光人先輩、碧南までようこそお越し頂きました。 また、秋葉原のメ

イド喫茶に連れて行って下さいね。 
杉浦	 栄次君 ９月２９日（日）碧南市消防団観閲式を無事に終えることが出来ました。 
  長田会長にもご出席頂き、多くの皆様にもご覧頂くことができ、大変感謝

です。ありがとうございました。 
藤関	 孝典君 ９月２６日の RCゴルフ部会にてグロス８０で優勝させて頂きました。 
伊出俊一郎君 加藤良邦さんとのご縁で、お寺関係の婦人会の皆様総勢６０人以上の方に

	 総会員数 66名 (内出席免除者 9名の内出席者 8名)出席者 55名 

	 出席対象者	 55／65名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 84.62％ 

	 欠席者 11名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 85.93％ 



碧南火力発電所をご見学頂きました。 ありがとうございました。 
岡本	 耕也君 新規大型煉瓦製造ラインが無事立ち上がりました。 詳しくは当社フェイ

スブックをご覧下さい。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
	 ３日	 黒田	 昌司君	 	 	 ５日	 清澤	 聡之君	 	 	 ９日	 平岩統一郎君	 

２６日	 角谷	 	 修君	 	 ２９日	 杉浦	 勝典君	 	 ３１日	 石橋	 嘉彦君(還暦)	 

	 

奥様誕生日	 

	 ３日	 山中	 寛紀君の奥様	 	 恭子様	 	 	 ６日	 杉浦	 栄次君の奥様	 ちづる様	 

１８日	 奥田	 雪雄君の奥様	 万里子様	 	 １９日	 平松	 	 太君の奥様	 	 ふき様	 

２４日	 森田	 英治君の奥様	 	 明美様	 	 ２５日	 平松	 則行君の奥様	 	 啓子様	 

３１日	 木村	 克美君の奥様	 由利子様	 

	 

結婚記念日	 

	 ６日	 藤関	 孝典君・千智様	 	 ２９年	 	 	 ８日	 長田	 昌昇君・勝代様	 	 ４６年	 

１０日	 鈴木	 宏枝君・閑様	 	 	 ４９年	 	 １０日	 渡辺	 君	 夫妻	 	 	 	 	 	 １７年	 

１４日	 平松	 	 太君・ふき様	 	 ４３年	 	 １５日	 吉武	 敏彦君・美加子様	 ２０年	 

１８日	 鈴木きよみ君・正徳様	 	 ４１年	 	 ２３日	 鈴木	 健三君・美津子様	 ３０年	 

２４日	 鈴木	 並生君・まゆみ様	 ４２年	 	 ２６日	 粟津	 康之君・尚子様	 	 ２２年	 

２６日	 大竹	 密貴君・弥生様	 	 １７年	 	 ３０日	 植松	 敏樹君・圭子様	 	 ４６年	 

	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「米山記念奨学委員会」	 

地区米山奨学委員会	 副委員長	 	 山本光人様	 

	 

	 こんにちは。私は豊橋北ＲＣに所属しております、山本光人

といいます。	 

	 本日は、地区の米山奨学委員会に卓話訪問のご依頼を頂きまして、ありがとうございます。

また、奨学制度について皆様のご理解とご協力を頂ける機会を与えて頂き、誠にありがとう

ございます。当クラブの鈴木健三先生には、常日頃から色々とアドバイスを頂き、中根佑治

先生には、９月１６日に開催されましたクラブ委員長会議をはじめ、お世話になっておりま

す。昨年は、長田銑司先生にもレストランの方をご紹介して頂き、ありがとうございました。

一生忘れる事がないような思い出になりました。	 

	 本日、簡単に２点ほど説明させて頂きます。	 

	 まず一点目ですが、碧南ＲＣ様には今まで４名の奨学生を受け入れて頂きました。この数

年受け入れて頂いていないという実績も十分承知しております。米山奨学委員会の方で奨学

山本光人様 



生の割振りをします。たまたま私が係になりましたので、１時間以内で奨学生が通える例会

場というので選定しております。出来ましたら来年度はお世話して頂きたいと考えておりま

す。２０１２〜２０１３年度は３１名の奨学生がおります。２０１３〜２０１４年度は３７

名を予定しております。名古屋の一人の方が１千万の寄付をなされた結果、奨学生の数を増

やす事が出来ました。	 

	 ２点目は寄付金が収入としてあがっておりますが、これが昨年度１３億２,５００万円ござ

いました。奨学金として出す支出が１３億５,９００万円で、３,４００万円の赤字でござい

ます。７９億という記念奨学会の方で国債や社債など運用しておりますので、そちらの方で

流動資産になっているという話を聞きました。	 

 
	 

	 

シバラム	 カドカ様	 

 
	  皆様こんにちは。ネパールから来ました、シバラム・カドカ
といいます。２００６年に日本に来ました。現在は、名古屋大

学大学院で国際開発のミクロ金融のためのモバイルバンキング

について研究をしています。今日は研究の結果というよりも自分

の意見、思っている事を話したいと思います。 
	 まずは自分の国の紹介をしたいと思います。ネパールは、中国とインドの間にあります。

人口が３,０００万人ぐらいです。エベレストもあります。ネパールの一番の収入は農業にな
ります。牛を使った伝統的な農業をやっています。山羊を食べたりしています。 
	 現在、技術開発の時代と言われていますが、一方で貧困の人達もたくさんいます。世界中

の人口の約半分の３０億人の一日の収入が約２.５ドルです。またその中の１０億人の収入は
一日１ドルです。１０億人以上の人は文字が読めません。世界中の３分の１は飢えで苦しん

でいます。半分の人は飲み水がありません。４０億の人々は電話やコンピュータに触った事

はありません。５分に一人の子供が内臓の病気で死んでいます。 
	 ロータリーで食べるご飯は満足しなかったんです。おいしくなかったというわけではなく、

自分だけがこんなおいしいご飯を食べていいのだろうか、という気持ちになったからです。 
	 経済成長とは GDPで経済開発は教育、健康、インフラ等ですが、経済成長して経済開発を
すると貧困問題が解決するかというと、そうではないと思います。経済格差が出てきてしま

うので、貧困は無くならないと思います。 
	 幸せとは何かと自分で考えたところ、お金のために働いているわけですが、お金だけで本

当に幸せなのかと思います。人間にとって一番大切なのは、家族や人間関係だと思っていま

す。研修で行ったカンボジアではみんな自由に働いています。現地の方に聞いたところ、幸

せだと言っていました。お金だけでなく、家族や社会の繋がりが本当に大切だと感じました。 
	 世界で一番重要なのは、平和です。でも２１世紀は平和かというと、サイバー戦争やイン

ターネット戦争があり、平和ではないと思っています。私が思う今の世界というのは、経済

戦争、内戦、テロの問題が大きな問題だと感じています。 

シバラム・カドカ様 



	 私が初めて日本へ来た時の感想は、本当に街がキレイで、治安がよく、静かな国で、忙し

そうです。そしてサービスがよく、頑張り屋さんで、システムチックな国という印象でした。

今私が日本について思っている事は、なぜ日本の若者が自分の国にプライドを持たないのか。

家族との関係が希薄だという事。電車の中とかでも話さないので、もっと元気があってもい

いのではないかと思います。また、忙しすぎるのもなぜなのかと思います。少子化について

も結婚しない人が多いので、社会のためにもなりますので結婚はとても大事だと思います。 
	 私はネパールを変えていきたいと思っています。私が目指すネパールは、疲れる社会では

なく、疲れをとる社会作りです。まずはミクロファイナンスの仕事をして結果を出し、ネパ

ールで政治家になります。そのような目標を持っています。現在では NPO団体の活動もして
おります。 
	 人生はあっという間だと思います。「みんなのために」を考える必要があります。みんなで

楽しく、みんなで面白く、みんなで幸せになる国を作りたいと思います。 
	 貧困をなくすという夢を実現したいと思いますので、応援をお願い致します。 
 
 
 
 
 
 次回例会案内	 

	 
平成２５年１０月１５日（火）	 ガバナー公式訪問	 

衣浦グランドホテル	 12：30～13：30	 
	 

平成２５年１０月１６日（水）１５日の振替休会	 
	 

平成２５年１０月２３日（水）  
インフォーマルミーティング	 碧南商工会議所	 18：00～	 


