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２０１７-１８年度 

第２６０１回 
平成２９年９月８日（金）点鐘１２：３０ ≪曇り≫ 

 

◆ロータリーソング『我等の生業』      
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

認定特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト 

 共同代表  村田 早耶香様 

◇かものはしプロジェクト   

草薙 直基様、金子 愛莉様 

◇東京西ロータリークラブ  伊藤 雅人様 

◇千葉北ロータリークラブ  大柳 昭様、仲尾 卓史様 

◆会長報告       代 小林 透直前会長  

 前回もお話しさせていただきましたが、ロータリーは皆

で支えていくことが大事だと思います。向後会長は、大

変お忙しい方ですので、今後もこのような形で支えてい

けたらと思います。 

◆ご挨拶                    

東京西ＲＣ 伊藤 雅人 様 

 皆様こんにちは。ホテルオークラを例会場として活動し

ております。本日は、ちょうど千葉で仕事をしておりまし

て、こちらへお邪魔させていただきました。照明器具を作

っている会社でして、千葉県では６０年位前から商売さ

せていただいております。千葉へは良く来ますので、ま

た皆様の例会に参加させていただくかも知れません。 

これからもよろしくお願い致します。 

 

千葉北ＲＣ 大柳 昭様 

 皆様こんにちは。度々お邪魔して申し訳ございません。

当クラブの創立２０周年記念事業の「生涯ドライバーを目

指して！」への参加申込書の回収にやってまいりました。

皆様のご参加、宜しくお願い致します。 

◆委員会報告                  

◇青少年奉仕・RYLA 委員会より（江沢 一男委員長） 

  第３９回中学生の主張千葉県大会 開催のご案内 

  期日  ９月１６日（土）午後 1 時から 

  会場  千葉市文化センター 

ボランティア体験や地域活動を通して学んだこと、将

来の夢や希望など、中学生が自らの「思い」を自分の言

葉で発表します。 

ぜひご出席ください。 

◇親睦活動委員会より 

  ①米山梅吉記念館訪問及び親睦開催のご案内 

                （担当 廻 辰一郎副委員長） 

   日程  平成２９年１０月２０日（金）～２１日（土） 

   貸切りバスで移動  蘇我駅発     ０８：１５ 

                千葉駅ＮＴＴ前発０８：３０ 

  日本のロータリー創始者、米山梅吉翁の記念館を訪

れ、ロータリーの歴史を学びたいと思います。ぜひ皆

様のご参加を宜しくお願い致します。 

  ②第３分区Ｂ合同ゴルフ大会開催のご案内 

                （担当 杉本 峰康委員） 

   日時  平成２９年１１月６日（月） ０８：３３スタート 

   場所  ニュー南総ゴルフ倶楽部 

   登録料 ５，０００円 

 小池ガバナー補佐が主催されます。奮ってご参加下さ

い。 

◆幹事報告          水野 浩利幹事  

①市原ＲＣ例会（１０月２５日）のご案内 

  日時  平成２９年１０月２５日（水） 

  食事  １２：００～ 

  例会  １２：３０～１３：３０ 

  会場  五井グランドホテル 

  卓話者 前千葉県副知事  石渡 哲彦氏 

②第２７９０地区女性会員交流会開催のご案内 

  日時   平成２９年１１月１８日（土） 

  会場   帝国ホテル 

  登録料  １５，０００円 

③千葉氏の紙芝居が完成しました。 

➃千葉北ＲＣ創立２０周年記念事業「生涯ドライバーを

目指して！」 に是非ご参加下さい。 



◆ニコニコボックス報告             

≪向後保雄会長・水野浩利幹事≫ 

 本日は、議会で議案質疑をするため、１３時１０分前に

は議場に入らなければならないので、点鐘後、会長は失

礼させていただきます。 

 東京西ＲＣ伊藤様、千葉北ＲＣ大柳様、仲尾様、ようこ

そお越し下さいました。有難うございます。 

 

 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

◇◇◇◇◇◇ 本日の卓話 ◇◇◇◇◇◇ 

演  題⇒「子供が売られない世界をつくる」 

卓話者⇒ 認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 

       共同代表  村田 早耶香様 

 

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。

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。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

第２６０２回例会 

日 時⇒ 平成２９年９月１５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『竹の不思議』 

       NPO 法人竹研究会 理事長 田代 武男様 

第２６０３回例会 

日 時⇒ 平成２９年９月２９日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『千葉常胤氏の歴史』 

     砺波 由利子 様 

 
＜会報当番：廻 辰一郎＞ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 2,000 円 累計 94,000 円

金の箱 487 円 累計 1,893 円

出席者数 

２９名 

欠席者数 

１９名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ５名 

８/２５ 修正出席率  

５８．３３ ％ 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/12 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/12 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 9/13・9/20 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/14・9/21 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/14・9/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 


