
本日例会終了後、以前よりお知らせしており

ます通り、タイ国第３３５０地区とのWCS事業、白

内障手術、眼鏡支援プロジェクトの共同贈呈式

に出席の為、関西空港より会員１５名出発いた

します。このＷＣＳ事業も会員の皆様方のご理

解とご支援のもとになりたっていることを心に

刻み、意義ある奉仕活動とし又、両国の友好交流

も深めてきたいと考えております。来週全員無

事帰国し、事業のご報告が出来ますことを念じ

て行って参ります。 

☆☆☆☆☆☆☆☆    幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告幹 事 報 告    ☆☆☆☆☆☆☆☆    

① 「ＩＭ開催時間およびプログラム変更のお詫
びとお願い」（3月5日（土）開催）を本日お配
りしております。またポスターも掲示してお
りますのでご出席頂きます会員各位はお間違
いのない様にお願いいたします。 

② 日台ロータリー親善会議のご案内が届いてお
ります。詳細につきましては掲示板をご覧く
ださい。 

③ №4・5・8テーブル情報集会のご案内を本日お
配りしています。 

④ 「大阪市青年功績賞授与式」ならびに「おも
ちゃ図書館フェスティバル」の出欠のご返事
を事務局までお願いいたします。 

⑤ 「2011～2012年度版 ロータリー手帳」をご希

望の方は申し込み書を21日（月）までに必ずご

提出お願いいたします。 

☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆☆☆ 今日のプログラム ☆☆    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2101回）    

２）ソング２）ソング２）ソング２）ソング  雪山讃歌 

３）卓３）卓３）卓３）卓    話話話話 「平城京跡と保存運動 

             －その光と陰ー」 

  関西大学文学部教授 高橋 隆博 様 

            西浦 司会員紹介 

４）４）４）４）3333月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会月度定例理事会    

   次週（３月３日）のお知らせ次週（３月３日）のお知らせ次週（３月３日）のお知らせ次週（３月３日）のお知らせ    

１）例１）例１）例１）例    会会会会 （2102回）    

２）２）２）２）国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼国旗およびロータリー旗に礼    

３）ソング３）ソング３）ソング３）ソング 君が代・奉仕の理想 

４）卓４）卓４）卓４）卓    話話話話 「普通紙複写機 

  ( 電子写真法［カールソン法］)の発明」 

             高良 尚志会員  

    ＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹＦＥＢＲＵＡＲＹ    ２４２４２４２４    ２０１１２０１１２０１１２０１１    ＮＯ．２１０１ＮＯ．２１０１ＮＯ．２１０１ＮＯ．２１０１    

 ＊＊＊＊＊＊＊＊    先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告先 週 の 例 会 報 告    ＊＊＊＊＊＊＊＊    
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皆さん、こんにちは。 

先週末から今週初めにかけて、関西地方にも

雪が積もりました。関西ではたいした積雪では

ありませんでしたが、今年の全国的な積雪の多

さを改めて思い知らされ、雪国に暮らしておら

れる方々の大変さを再認識いたしました。 

又、宮崎県新燃岳の火山灰も、屋根に積もった

灰の上に雨が降ると、重みで家がつぶされる恐

れがあるという方々が、灰を屋根からかき降ろ

されるのに大変ご苦労しておられるようです。

雪も火山灰も早くおさまってくれることを祈る

ばかりです。 

昨日ＲＡＣの例会に出席して参りました。例

会では、「献血について学ぼう」というテーマで、

大阪赤十字血液センターの林係長様に講師をし

て頂き、献血の意義について勉強を致しました。

ＲＡＣでは、今週２月２０日日曜日に、梅田／ヨ

ドバシカメラ前にて１０時から１６時にかけ

て、地区の行事として市民の皆様に献血を呼び

かける奉仕活動を行います。大阪天満橋ＲＡＣ

がホストとなっての奉仕活動ですので、日曜日

梅田に出られるご予定の会員は是非立ち寄って

頂き、ＲＡＣのメンバーを激励していただけれ

ば幸いです。 
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⑥ 大阪天満宮観梅の出欠のご返事を事務局まで

お願いいたします。 

⑦ 次週例会終了後「3月度定例理事会」を開催い

たします。本日ご案内させていただいており

ますので関係各位宜しくお願いいたします。 

        ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱にこにこ箱 ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆    敬称を略す敬称を略す敬称を略す敬称を略す    

 本日の卓話者、バイマーヤンジンさんを宜し

くお願い致します。 永田 秀次 

結婚５０周年はいつかナ～ 重里 國麿 

結婚記念日自祝 小澤 満 

結婚記念日自祝 宇野 稔 

結婚記念日自祝 成松 正和 

タイ国とのWCS事業成功を祈念して 二宮 秀造 

大矢団長以下、タイミッション御一行様、ご成

功をお祈りします。 福原 哲晃 

タイWCS事業に出発される皆皆様の無事ご出発を

祝して！ 中川 政照 

前回、前々回と携帯のマナーモードにするのを

忘れました。申し訳ありません。 成松 正和 

本日もニコニコを多くさんありがとうございま

した。 SAA一同 
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「字の読めない親への思いと私の夢」「字の読めない親への思いと私の夢」「字の読めない親への思いと私の夢」「字の読めない親への思いと私の夢」    

         バイマーヤンジン 様 

           永田 秀次会員紹介 

●字の読めない親への思い 

チベットの両親は遊牧民でした。昔、草原地域

には学校があまりなく、両親も学校に通えな

かったため、今も字が読めません。 

ある時、母は病気の治療のため都会にでまし

た。たまたま公衆トイレに行ったのですが、「男」

「女」と書いてある字が読めず、間違って男子ト

イレに入ってしまいました。中にいた人にひど

く怒られ、大変恥ずかしい思いをしたそうです。

それだけでなく病院からもらった薬も処方箋が

読めず、飲むのにとても苦労しました。 

そういう苦い体験の中で、最も衝撃を受けた

ことがありました。一時期、チベットの田舎まで

土地改革の嵐が吹き荒れました。そんな中、役人

が持ってきた書類が読めず、説明を信じて拇印

を押してしまい、大半の土地を取られてしまっ

たのです。親の悔し

さは何十年経った今

でもなお心に深く

残っています。 

そんなつらい思いは

子供達にはさせたく

ない。どんなに苦労

しても子供達は絶対

学校に行かせると両親は決心したのでした。 

しかし、貧しかった家族を助けるために、一番

上の兄だけは放牧を一手に引継ぎ、小学校さえ

行くことができませんでした。大学までいかせ

てもらった私は本当に幸せです。家族の期待を

背負って、一生懸命勉強したことが報われ、夢で

あった大学の先生になることもできました。 

● 日本で「教育の力」を実感 

日本人の主人との結婚を機に、日本で暮らす

ようになりましたが、こちらに来てからは、今ま

で大きな愛情で私を育ててくれた親、家族、そし

て故郷への思いがより一層強くなっていきまし

た。 

日本では、豊かで秩序の保たれた街やすべて

の子供達が立派な学校で教育を受ける姿に大変

衝撃を受けました。 

地球儀でみる日本は小さな島国ですが、世界

有数の経済力と技術力をもち、国際的に活躍す

る人がたくさんいます。戦争で大きな痛手を受

けた日本がここまで立派な国になったのは、若

い世代を育てようという「意識」と「教育の力」

ではないかと考えました。そして、我が故郷チ

ベットの子供達にもぜひ教育を受けさせてやり

たいと強く思うようになりました。 

チベット人がひとりひとり自立し、自己の尊

厳を守りつつ、故郷に貢献し、豊かで平和な社会

を築き上げていくには、将来を担っていく子供

達の教育が不可欠です。そのために、住んでいる

場所や家庭の事情にかかわらず、すべての子供

が教育を受けられる環境を整えたい。それこそ

が家族に支えられて教育を受け、日本での生活

を享受している私の役目だと考えています。 

      

 

     

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ 出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告出 席 報 告 ☆☆☆☆☆☆☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ３名 会員総数 67名 

国内ゲスト  １名 会員出席 55名(60名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席  5名 

2月17日の出席率 91.67％ 

４週間前（1月27日）の 

メークアップを含む出席率 90.32％ 

メークアップ実施会員     3名（欠席者9名) 

☆☆☆☆☆☆☆☆    本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー本日のランチメニュー    ☆☆☆☆☆☆☆☆    
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