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本日　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

次週　３月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「四国の新幹線早期実現に向けて」

高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課 課長 濱田　憲司 氏

第2412回　例会報告／平成31年３月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は、デヴィ・スカル
ノ夫人に「今までのチャ
リティ及びボランティア」
という演題で卓話をいた
だきます。夫人は、現在

はテレビのバラエティ等に出演されています
が、インドネシアのクーデターなど、昭和の
激動の時代を生きてきた方です。時間的にも
タイトですので、本日の会長挨拶はこれで終
わります。
◇お　客　様
　水曜会　７名

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋　　水上　　元
 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・例会終了後、記念写真を撮影します。
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今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日
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いのはいかがなものかと思います。2005年、
カシミールの前に、私たちは120トンのお米
を大連から３台の貨車で送り、平壌駅で朝鮮
の赤十字社に渡しました。
　東日本大震災のとき、私は３回にわたって
21ヵ所の被災者の方々を慰問しました。石巻
地区では、この地方の獣医さんたちがボラン
ティアで、保護された犬などを診ていました。
熊本の地震のときは、ある馬の牧場に道路が
遮断されて、牧草が送られてこないため大変
困っていました。そこで私たちは牧草1.8ト
ンと、馬用のブラシを送りました。道路が土
砂で閉鎖され、普通は20分ぐらいのところを
２時間かけて行きました。
　いろんな方々が動物の殺処分をなくそう。
オリンピックまでにドイツのようにゼロにし
ようとしています。いろいろなレギュレーシ
ョンをつくって、国会を通過させようと努力
をしていますが、私が日本にきて20年、何に
も動きません。犬猫には選挙権がないので、
国会議員たちは、犬や猫には全然心をかけて
くれません。衆議院議員会館で会を開くなど
様々な活動をしていますが、私たちの声が国
会を通過することは、なかなかありません。
犬猫に関しては環境省、厚生労働省、農水省
の三つの省にまたがっているため、それをま
とめるのが大変です。
　私の願いはシンプルです。悪徳ブリーダー
をなくす。ブリーダーをライセンス制にして、
ブリーダー達がどのくらいの資本を持ち、施
設、衛生面、経験者が何人いるか等々、いろ

んな条件をクリアした人たちだけがブリーダ
ーになれるようにする。そして、犬猫を買っ
た方、里親になった方を登録制にして、最後
までみるという責任と義務を負わせることで、
殺処分は随分なくなると思います。
　もう一つ、力を入れているのは、IBLAグ
ランドミュージックです。IBLA音楽財団は
ニューヨークにあり、発足して今年で27年目
になります。私がまだパリに住んでいた1970
年代、郊外で食事をしていたとき、ものすご
いソプラノに出会いました。彼女を呼んで、
なんでこんなところで歌っているか聞くと、
とても貧しくて音楽学校に行く費用がなかっ
た。コンクールに出たくても旅費がない。有
名な教授にもつけない。けれど、自分にとっ
て歌は命なので、こんなところでも歌わせて
もらっている。全部独学だと言われました。
　そのことがずっと頭に残っていて、恵まれ
ないアーティスト達を発掘して世界に広めて
あげようというので始まったのがこのIBLA
です。IBLAというのはローマ帝国時代のシ
チリア島の古都名で、私のパートナーが
IBLA出身です。毎年、６月末から７月初め
に200名以上のコンテスタントがIBLAに集
まって、入賞者を決めて、10～15名ぐらいを
ニューヨークのカーネギーホールに招いてコ
ンサートを開き、その後各国を回って育成を
するというファンデーションです。
　今月の27日、彼らたちが日本に来て、東京
の紀尾井ホールでコンサートを開きます。ご
興味のある方はご連絡ください。

「今までのチャリティ
　　　　　及びボランティア」

◇ゲストスピーチ デヴィ・スカルノ 夫人

　私は、日本へ来てからＮＰＯアースエイド
ソサエティを立ち上げ、いろいろなチャリ
ティ活動をしています。
　1998年から「日本赤十字社」「難民を助け
る会」のために、騎士道精神と人類のための
至誠と奉仕をモットーに「インペリアル ビ
ザンチン チャリティ ガラ ボール」として、
ホテルオークラから、小さな１歩を踏み出し
スタートしました。今年で23年目になります。
主に震災や天災の被害者、何の罪もない人々
が政治のために生まれ故郷を追われ、寒さと
饑餓に苦しんでいる難民救済のために尽力を
尽くしてまいりました。
　日本にも世界にも多くのチャリティがある
と思います。身体障害者のため盲目の方のた
めとか、いろいろあると思いますが、私がな
ぜ難民を助けるか重きをおいたかと言います
と、政治の犠牲者となり、生まれ故郷、育っ
たところを追われ、飢えと寒さに震えている
人々の救済をしたいと考えたからです。
　近年にわかにＮＰＯが流行ってきて、特定
ＮＰＯというのは日本に何千万あるか分かり
ませんが、認定ＮＰＯというのは40か50しか
ありません。この「難民を助ける会」の創設
者は相馬雪香という女性で、憲政の父と言わ
れた尾﨑行雄の３女で相馬藩の藩主の方と結
婚された方です。現在は、名称を「ザ グラン
ド インペリアル チャリティ バンケット」と
変え、「たくさんの愛が未来を変える」「戦い
を止め、許し合い、地球に平和を」「あらゆ
る命に思いやりを、青い海と緑の大地を永遠
に」をスローガンに活動をしてきました。
　「戦いを止め、許し合い、地球に平和を」
では、イスラエルとアラブ諸国は2000年も
戦っています。韓国と日本、スウェーデンと
ノルウェー、ドイツとフランスも敵対してい
ます。しかし、この戦いをやめるためには許

し合うしかないんです。敵対心を越えるには
許し合うしかありません。また、地球温暖化、
CO2、温室ガスの問題は、皆さんが家庭や工
場で一生懸命努力をするよりも、紛争がなく
なれば解決できるはずです。一つの武器が非
常に多くの温室ガスを排出しています。しか
し、武器をつくっている国々は、そのことを
何も語りません。例えば、アメリカの最大の
収入源は武器だと思います。紛争がなければ
武器を売ることができない。世界が平和にな
るとアメリカの繁栄はないわけです。
　今、地球温暖化のために、記録的な豪雨や
洪水が各地で起こっています。紛争や戦争が
なくなれば、地球の温暖化は直ちになくなり
ます。
　「あらゆる命に思いやりを、青い海と緑の
大地を永遠に」では、今プラスチックが海を
汚染しています。樹木がどんどん切られてい
ます。日本人が使う割り箸だけで、東南アジ
アで何万トンもの竹や木が切られています。
そういったようなことにも、皆さまに関心を
持っていただきたいのです。
　パキスタンのカシミール地方で大地震があ
ったとき、私はカシミールに行き、2,556枚
の防寒着と3,000枚のブランケットを寄贈し
ました。普通は赤十字社と言いますが、十は
十字軍を思い出します。十字軍とイスラム諸
国は因縁の戦う相手ですから、イスラム国で
は赤新月社と言います。ただ、国連下におい
ては、赤十字社も赤新月社も同じような行動
をしています。
　今、安倍総理は拉致問題も含めて北朝鮮を
敵対視して、迫害、経済制裁等々を行ってい
ます。拉致問題解決は、彼の念願だと思いま
す。もちろん拉致は許されざる、人道に反す
ることですが、隣の国で何百万人もの人が餓
死をしているにも関わらず、手を差し伸べな

◇出席率報告

 ● デヴィ・スカルノ夫人　お車代をニコニコ
へ。
 ● 寺尾正生　デヴィ夫人の素晴らしいお話あ
りがとうございました。
 ● 松本隆之　皆さま、本日の例会ご協力あり
がとうございました。家庭記念日のお祝いの

お礼も兼ねまして。
 ● 別役修平　３月より城西館の非常勤の監査
役となり、会社と個人双方の事情により退会
させていただくことになりました。2006年３
月入会し、13年間、この素晴らしい高知東ロ
ータリーの会員であったことを誇りに思い、
皆さまに心より感謝申し上げます。入会祝い
と併せて。
 ● 土居祐三　前川さん、ありがとうございま
した。
 ● 西森やよい　３月の誕生祝いありがとうご
ざいます。２月の夫の誕生祝いもありがとう
ございます。最近はケンカもせず仲良くして
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おります。おかげさまです。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
今年で50歳になりました。人生半分の折り返
しです。
 ● 水上　元　誕生祝いをありがとうございま
した。
 ● 早瀬源慶　１年が早く過ぎます、誕生祝い
お礼申します。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会祝いお礼。
 ● 西森　大　妻への誕生日プレゼントありが
とうございます。

 ● 石川　健　妻、博子の誕生日を祝っていた
だきありがとうございます。３月３日㈰、子
ども、孫総勢10名集まってドンチャンやりま
した。妻もこじゃんち喜んでいました。
 ● 川端信一郎　家内の誕生月と今日気づきま
した。ありがとうございます。
 ● 久松啓一　家内誕生日祝い品ありがとうご
ざいます。
 ● 猿田隆夫　家庭記念日ありがとうございま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
◇遅刻・早退　１件
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　小比賀和弘
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・例会終了後、記念写真を撮影します。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
990,060円

58,600円

1,048,660円

18,052円

0円

18,052円

1,008,112円

58,600円

1,066,712円

チビニコ 合　計

３月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

いのはいかがなものかと思います。2005年、
カシミールの前に、私たちは120トンのお米
を大連から３台の貨車で送り、平壌駅で朝鮮
の赤十字社に渡しました。
　東日本大震災のとき、私は３回にわたって
21ヵ所の被災者の方々を慰問しました。石巻
地区では、この地方の獣医さんたちがボラン
ティアで、保護された犬などを診ていました。
熊本の地震のときは、ある馬の牧場に道路が
遮断されて、牧草が送られてこないため大変
困っていました。そこで私たちは牧草1.8ト
ンと、馬用のブラシを送りました。道路が土
砂で閉鎖され、普通は20分ぐらいのところを
２時間かけて行きました。
　いろんな方々が動物の殺処分をなくそう。
オリンピックまでにドイツのようにゼロにし
ようとしています。いろいろなレギュレーシ
ョンをつくって、国会を通過させようと努力
をしていますが、私が日本にきて20年、何に
も動きません。犬猫には選挙権がないので、
国会議員たちは、犬や猫には全然心をかけて
くれません。衆議院議員会館で会を開くなど
様々な活動をしていますが、私たちの声が国
会を通過することは、なかなかありません。
犬猫に関しては環境省、厚生労働省、農水省
の三つの省にまたがっているため、それをま
とめるのが大変です。
　私の願いはシンプルです。悪徳ブリーダー
をなくす。ブリーダーをライセンス制にして、
ブリーダー達がどのくらいの資本を持ち、施
設、衛生面、経験者が何人いるか等々、いろ

んな条件をクリアした人たちだけがブリーダ
ーになれるようにする。そして、犬猫を買っ
た方、里親になった方を登録制にして、最後
までみるという責任と義務を負わせることで、
殺処分は随分なくなると思います。
　もう一つ、力を入れているのは、IBLAグ
ランドミュージックです。IBLA音楽財団は
ニューヨークにあり、発足して今年で27年目
になります。私がまだパリに住んでいた1970
年代、郊外で食事をしていたとき、ものすご
いソプラノに出会いました。彼女を呼んで、
なんでこんなところで歌っているか聞くと、
とても貧しくて音楽学校に行く費用がなかっ
た。コンクールに出たくても旅費がない。有
名な教授にもつけない。けれど、自分にとっ
て歌は命なので、こんなところでも歌わせて
もらっている。全部独学だと言われました。
　そのことがずっと頭に残っていて、恵まれ
ないアーティスト達を発掘して世界に広めて
あげようというので始まったのがこのIBLA
です。IBLAというのはローマ帝国時代のシ
チリア島の古都名で、私のパートナーが
IBLA出身です。毎年、６月末から７月初め
に200名以上のコンテスタントがIBLAに集
まって、入賞者を決めて、10～15名ぐらいを
ニューヨークのカーネギーホールに招いてコ
ンサートを開き、その後各国を回って育成を
するというファンデーションです。
　今月の27日、彼らたちが日本に来て、東京
の紀尾井ホールでコンサートを開きます。ご
興味のある方はご連絡ください。

「今までのチャリティ
　　　　　及びボランティア」

◇ゲストスピーチ デヴィ・スカルノ 夫人

　私は、日本へ来てからＮＰＯアースエイド
ソサエティを立ち上げ、いろいろなチャリ
ティ活動をしています。
　1998年から「日本赤十字社」「難民を助け
る会」のために、騎士道精神と人類のための
至誠と奉仕をモットーに「インペリアル ビ
ザンチン チャリティ ガラ ボール」として、
ホテルオークラから、小さな１歩を踏み出し
スタートしました。今年で23年目になります。
主に震災や天災の被害者、何の罪もない人々
が政治のために生まれ故郷を追われ、寒さと
饑餓に苦しんでいる難民救済のために尽力を
尽くしてまいりました。
　日本にも世界にも多くのチャリティがある
と思います。身体障害者のため盲目の方のた
めとか、いろいろあると思いますが、私がな
ぜ難民を助けるか重きをおいたかと言います
と、政治の犠牲者となり、生まれ故郷、育っ
たところを追われ、飢えと寒さに震えている
人々の救済をしたいと考えたからです。
　近年にわかにＮＰＯが流行ってきて、特定
ＮＰＯというのは日本に何千万あるか分かり
ませんが、認定ＮＰＯというのは40か50しか
ありません。この「難民を助ける会」の創設
者は相馬雪香という女性で、憲政の父と言わ
れた尾﨑行雄の３女で相馬藩の藩主の方と結
婚された方です。現在は、名称を「ザ グラン
ド インペリアル チャリティ バンケット」と
変え、「たくさんの愛が未来を変える」「戦い
を止め、許し合い、地球に平和を」「あらゆ
る命に思いやりを、青い海と緑の大地を永遠
に」をスローガンに活動をしてきました。
　「戦いを止め、許し合い、地球に平和を」
では、イスラエルとアラブ諸国は2000年も
戦っています。韓国と日本、スウェーデンと
ノルウェー、ドイツとフランスも敵対してい
ます。しかし、この戦いをやめるためには許

し合うしかないんです。敵対心を越えるには
許し合うしかありません。また、地球温暖化、
CO2、温室ガスの問題は、皆さんが家庭や工
場で一生懸命努力をするよりも、紛争がなく
なれば解決できるはずです。一つの武器が非
常に多くの温室ガスを排出しています。しか
し、武器をつくっている国々は、そのことを
何も語りません。例えば、アメリカの最大の
収入源は武器だと思います。紛争がなければ
武器を売ることができない。世界が平和にな
るとアメリカの繁栄はないわけです。
　今、地球温暖化のために、記録的な豪雨や
洪水が各地で起こっています。紛争や戦争が
なくなれば、地球の温暖化は直ちになくなり
ます。
　「あらゆる命に思いやりを、青い海と緑の
大地を永遠に」では、今プラスチックが海を
汚染しています。樹木がどんどん切られてい
ます。日本人が使う割り箸だけで、東南アジ
アで何万トンもの竹や木が切られています。
そういったようなことにも、皆さまに関心を
持っていただきたいのです。
　パキスタンのカシミール地方で大地震があ
ったとき、私はカシミールに行き、2,556枚
の防寒着と3,000枚のブランケットを寄贈し
ました。普通は赤十字社と言いますが、十は
十字軍を思い出します。十字軍とイスラム諸
国は因縁の戦う相手ですから、イスラム国で
は赤新月社と言います。ただ、国連下におい
ては、赤十字社も赤新月社も同じような行動
をしています。
　今、安倍総理は拉致問題も含めて北朝鮮を
敵対視して、迫害、経済制裁等々を行ってい
ます。拉致問題解決は、彼の念願だと思いま
す。もちろん拉致は許されざる、人道に反す
ることですが、隣の国で何百万人もの人が餓
死をしているにも関わらず、手を差し伸べな

◇出席率報告

 ● デヴィ・スカルノ夫人　お車代をニコニコ
へ。
 ● 寺尾正生　デヴィ夫人の素晴らしいお話あ
りがとうございました。
 ● 松本隆之　皆さま、本日の例会ご協力あり
がとうございました。家庭記念日のお祝いの

お礼も兼ねまして。
 ● 別役修平　３月より城西館の非常勤の監査
役となり、会社と個人双方の事情により退会
させていただくことになりました。2006年３
月入会し、13年間、この素晴らしい高知東ロ
ータリーの会員であったことを誇りに思い、
皆さまに心より感謝申し上げます。入会祝い
と併せて。
 ● 土居祐三　前川さん、ありがとうございま
した。
 ● 西森やよい　３月の誕生祝いありがとうご
ざいます。２月の夫の誕生祝いもありがとう
ございます。最近はケンカもせず仲良くして
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２月20日

総数
－3 54
－2 54

出席
41
41

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

75.93％

出席率
94.12％

100％

7
11

おります。おかげさまです。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
今年で50歳になりました。人生半分の折り返
しです。
 ● 水上　元　誕生祝いをありがとうございま
した。
 ● 早瀬源慶　１年が早く過ぎます、誕生祝い
お礼申します。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会祝いお礼。
 ● 西森　大　妻への誕生日プレゼントありが
とうございます。

 ● 石川　健　妻、博子の誕生日を祝っていた
だきありがとうございます。３月３日㈰、子
ども、孫総勢10名集まってドンチャンやりま
した。妻もこじゃんち喜んでいました。
 ● 川端信一郎　家内の誕生月と今日気づきま
した。ありがとうございます。
 ● 久松啓一　家内誕生日祝い品ありがとうご
ざいます。
 ● 猿田隆夫　家庭記念日ありがとうございま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
◇遅刻・早退　１件



高知東ロータリークラブ週報
第2366号

030月13日.2019

本日　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

次週　３月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「四国の新幹線早期実現に向けて」

高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課 課長 濱田　憲司 氏

第2412回　例会報告／平成31年３月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は、デヴィ・スカル
ノ夫人に「今までのチャ
リティ及びボランティア」
という演題で卓話をいた
だきます。夫人は、現在

はテレビのバラエティ等に出演されています
が、インドネシアのクーデターなど、昭和の
激動の時代を生きてきた方です。時間的にも
タイトですので、本日の会長挨拶はこれで終
わります。
◇お　客　様
　水曜会　７名

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋　　水上　　元
 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・例会終了後、記念写真を撮影します。
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■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

いのはいかがなものかと思います。2005年、
カシミールの前に、私たちは120トンのお米
を大連から３台の貨車で送り、平壌駅で朝鮮
の赤十字社に渡しました。
　東日本大震災のとき、私は３回にわたって
21ヵ所の被災者の方々を慰問しました。石巻
地区では、この地方の獣医さんたちがボラン
ティアで、保護された犬などを診ていました。
熊本の地震のときは、ある馬の牧場に道路が
遮断されて、牧草が送られてこないため大変
困っていました。そこで私たちは牧草1.8ト
ンと、馬用のブラシを送りました。道路が土
砂で閉鎖され、普通は20分ぐらいのところを
２時間かけて行きました。
　いろんな方々が動物の殺処分をなくそう。
オリンピックまでにドイツのようにゼロにし
ようとしています。いろいろなレギュレーシ
ョンをつくって、国会を通過させようと努力
をしていますが、私が日本にきて20年、何に
も動きません。犬猫には選挙権がないので、
国会議員たちは、犬や猫には全然心をかけて
くれません。衆議院議員会館で会を開くなど
様々な活動をしていますが、私たちの声が国
会を通過することは、なかなかありません。
犬猫に関しては環境省、厚生労働省、農水省
の三つの省にまたがっているため、それをま
とめるのが大変です。
　私の願いはシンプルです。悪徳ブリーダー
をなくす。ブリーダーをライセンス制にして、
ブリーダー達がどのくらいの資本を持ち、施
設、衛生面、経験者が何人いるか等々、いろ

んな条件をクリアした人たちだけがブリーダ
ーになれるようにする。そして、犬猫を買っ
た方、里親になった方を登録制にして、最後
までみるという責任と義務を負わせることで、
殺処分は随分なくなると思います。
　もう一つ、力を入れているのは、IBLAグ
ランドミュージックです。IBLA音楽財団は
ニューヨークにあり、発足して今年で27年目
になります。私がまだパリに住んでいた1970
年代、郊外で食事をしていたとき、ものすご
いソプラノに出会いました。彼女を呼んで、
なんでこんなところで歌っているか聞くと、
とても貧しくて音楽学校に行く費用がなかっ
た。コンクールに出たくても旅費がない。有
名な教授にもつけない。けれど、自分にとっ
て歌は命なので、こんなところでも歌わせて
もらっている。全部独学だと言われました。
　そのことがずっと頭に残っていて、恵まれ
ないアーティスト達を発掘して世界に広めて
あげようというので始まったのがこのIBLA
です。IBLAというのはローマ帝国時代のシ
チリア島の古都名で、私のパートナーが
IBLA出身です。毎年、６月末から７月初め
に200名以上のコンテスタントがIBLAに集
まって、入賞者を決めて、10～15名ぐらいを
ニューヨークのカーネギーホールに招いてコ
ンサートを開き、その後各国を回って育成を
するというファンデーションです。
　今月の27日、彼らたちが日本に来て、東京
の紀尾井ホールでコンサートを開きます。ご
興味のある方はご連絡ください。

「今までのチャリティ
　　　　　及びボランティア」

◇ゲストスピーチ デヴィ・スカルノ 夫人

　私は、日本へ来てからＮＰＯアースエイド
ソサエティを立ち上げ、いろいろなチャリ
ティ活動をしています。
　1998年から「日本赤十字社」「難民を助け
る会」のために、騎士道精神と人類のための
至誠と奉仕をモットーに「インペリアル ビ
ザンチン チャリティ ガラ ボール」として、
ホテルオークラから、小さな１歩を踏み出し
スタートしました。今年で23年目になります。
主に震災や天災の被害者、何の罪もない人々
が政治のために生まれ故郷を追われ、寒さと
饑餓に苦しんでいる難民救済のために尽力を
尽くしてまいりました。
　日本にも世界にも多くのチャリティがある
と思います。身体障害者のため盲目の方のた
めとか、いろいろあると思いますが、私がな
ぜ難民を助けるか重きをおいたかと言います
と、政治の犠牲者となり、生まれ故郷、育っ
たところを追われ、飢えと寒さに震えている
人々の救済をしたいと考えたからです。
　近年にわかにＮＰＯが流行ってきて、特定
ＮＰＯというのは日本に何千万あるか分かり
ませんが、認定ＮＰＯというのは40か50しか
ありません。この「難民を助ける会」の創設
者は相馬雪香という女性で、憲政の父と言わ
れた尾﨑行雄の３女で相馬藩の藩主の方と結
婚された方です。現在は、名称を「ザ グラン
ド インペリアル チャリティ バンケット」と
変え、「たくさんの愛が未来を変える」「戦い
を止め、許し合い、地球に平和を」「あらゆ
る命に思いやりを、青い海と緑の大地を永遠
に」をスローガンに活動をしてきました。
　「戦いを止め、許し合い、地球に平和を」
では、イスラエルとアラブ諸国は2000年も
戦っています。韓国と日本、スウェーデンと
ノルウェー、ドイツとフランスも敵対してい
ます。しかし、この戦いをやめるためには許

し合うしかないんです。敵対心を越えるには
許し合うしかありません。また、地球温暖化、
CO2、温室ガスの問題は、皆さんが家庭や工
場で一生懸命努力をするよりも、紛争がなく
なれば解決できるはずです。一つの武器が非
常に多くの温室ガスを排出しています。しか
し、武器をつくっている国々は、そのことを
何も語りません。例えば、アメリカの最大の
収入源は武器だと思います。紛争がなければ
武器を売ることができない。世界が平和にな
るとアメリカの繁栄はないわけです。
　今、地球温暖化のために、記録的な豪雨や
洪水が各地で起こっています。紛争や戦争が
なくなれば、地球の温暖化は直ちになくなり
ます。
　「あらゆる命に思いやりを、青い海と緑の
大地を永遠に」では、今プラスチックが海を
汚染しています。樹木がどんどん切られてい
ます。日本人が使う割り箸だけで、東南アジ
アで何万トンもの竹や木が切られています。
そういったようなことにも、皆さまに関心を
持っていただきたいのです。
　パキスタンのカシミール地方で大地震があ
ったとき、私はカシミールに行き、2,556枚
の防寒着と3,000枚のブランケットを寄贈し
ました。普通は赤十字社と言いますが、十は
十字軍を思い出します。十字軍とイスラム諸
国は因縁の戦う相手ですから、イスラム国で
は赤新月社と言います。ただ、国連下におい
ては、赤十字社も赤新月社も同じような行動
をしています。
　今、安倍総理は拉致問題も含めて北朝鮮を
敵対視して、迫害、経済制裁等々を行ってい
ます。拉致問題解決は、彼の念願だと思いま
す。もちろん拉致は許されざる、人道に反す
ることですが、隣の国で何百万人もの人が餓
死をしているにも関わらず、手を差し伸べな

◇出席率報告

 ● デヴィ・スカルノ夫人　お車代をニコニコ
へ。
 ● 寺尾正生　デヴィ夫人の素晴らしいお話あ
りがとうございました。
 ● 松本隆之　皆さま、本日の例会ご協力あり
がとうございました。家庭記念日のお祝いの

お礼も兼ねまして。
 ● 別役修平　３月より城西館の非常勤の監査
役となり、会社と個人双方の事情により退会
させていただくことになりました。2006年３
月入会し、13年間、この素晴らしい高知東ロ
ータリーの会員であったことを誇りに思い、
皆さまに心より感謝申し上げます。入会祝い
と併せて。
 ● 土居祐三　前川さん、ありがとうございま
した。
 ● 西森やよい　３月の誕生祝いありがとうご
ざいます。２月の夫の誕生祝いもありがとう
ございます。最近はケンカもせず仲良くして

２月６日

２月20日

総数
－3 54
－2 54

出席
41
41

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％

75.93％

出席率
94.12％

100％

7
11

おります。おかげさまです。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
今年で50歳になりました。人生半分の折り返
しです。
 ● 水上　元　誕生祝いをありがとうございま
した。
 ● 早瀬源慶　１年が早く過ぎます、誕生祝い
お礼申します。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会祝いお礼。
 ● 西森　大　妻への誕生日プレゼントありが
とうございます。

 ● 石川　健　妻、博子の誕生日を祝っていた
だきありがとうございます。３月３日㈰、子
ども、孫総勢10名集まってドンチャンやりま
した。妻もこじゃんち喜んでいました。
 ● 川端信一郎　家内の誕生月と今日気づきま
した。ありがとうございます。
 ● 久松啓一　家内誕生日祝い品ありがとうご
ざいます。
 ● 猿田隆夫　家庭記念日ありがとうございま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
◇遅刻・早退　１件
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本日　３月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「あなたの高知にも、Ｊリーグはある」

日本政策投資銀行 参事 傍士　銑太 氏

次週　３月20日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「四国の新幹線早期実現に向けて」

高知県中山間振興・交通部 交通運輸政策課 課長 濱田　憲司 氏

第2412回　例会報告／平成31年３月６日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
本日は、デヴィ・スカル
ノ夫人に「今までのチャ
リティ及びボランティア」
という演題で卓話をいた
だきます。夫人は、現在

はテレビのバラエティ等に出演されています
が、インドネシアのクーデターなど、昭和の
激動の時代を生きてきた方です。時間的にも
タイトですので、本日の会長挨拶はこれで終
わります。
◇お　客　様
　水曜会　７名

◇３月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　岡本　淳一
　西森やよい
　八田　聡子
　早瀬　源慶
　柳澤　光秋　　水上　　元
 ● 配偶者誕生日
　西森　泰子　　久松由紀美　　川端　リカ
　石川　博子　　別役　佳代　　北村　絵里
　山崎　誠子
 ● 家庭記念日
　松本　隆之　　山崎　敏朗　　猿田　隆夫
 ● 入会記念日
　田内　正文　　柳澤　光秋　　別役　修平
　小比賀和弘
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・例会終了後、記念写真を撮影します。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
990,060円

58,600円

1,048,660円

18,052円

0円

18,052円

1,008,112円

58,600円

1,066,712円
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３月６日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
　３月12日㈫～14日㈭　18:30（城西館）
　３月13日㈬　13:30（ザ クラウンパレス）
３月27日㈬　花見夜間例会（城西館）
　　　　　　役員会
４月３日㈬　定例理事会
４月10日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
４月17日㈬　役員会
４月24日㈬　８ＲＣ合同夜間例会のため
　　　　　　18日㈭に変更
５月１日㈬　ロータリー休日
５月８日㈬　定例理事会
５月15日㈬　ロータリー休日
５月22日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　（城西館）
５月29日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　３月14日㈭　職場例会
高知ＲＣ　　　３月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月19日㈫　花見例会に振替
高知北ＲＣ　　３月25日㈪　3/24家族合同野外例会に振替

高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　３月26日㈫　お泊り例会に振替
香長ＲＣ　　　３月26日㈫　花見例会へ変更
高知南ＲＣ　　３月28日㈭　花見例会
高知西ＲＣ　　３月29日㈮　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月２日㈫　創立記念夜間例会
高知南ＲＣ　　４月４日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月４日㈭　花見夜間例会
高知ＲＣ　　　４月９日㈫　グループ夜間例会
高知北ＲＣ　　４月15日㈪　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月16日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月18日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月19日㈮　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月23日㈫　18日に８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月７日㈫　休会
高知南ＲＣ　　５月16日㈭　職場例会
高知中央ＲＣ　５月16日㈭　夜間例会
高知南ＲＣ　　５月30日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月31日㈮　ロータリー休日

いのはいかがなものかと思います。2005年、
カシミールの前に、私たちは120トンのお米
を大連から３台の貨車で送り、平壌駅で朝鮮
の赤十字社に渡しました。
　東日本大震災のとき、私は３回にわたって
21ヵ所の被災者の方々を慰問しました。石巻
地区では、この地方の獣医さんたちがボラン
ティアで、保護された犬などを診ていました。
熊本の地震のときは、ある馬の牧場に道路が
遮断されて、牧草が送られてこないため大変
困っていました。そこで私たちは牧草1.8ト
ンと、馬用のブラシを送りました。道路が土
砂で閉鎖され、普通は20分ぐらいのところを
２時間かけて行きました。
　いろんな方々が動物の殺処分をなくそう。
オリンピックまでにドイツのようにゼロにし
ようとしています。いろいろなレギュレーシ
ョンをつくって、国会を通過させようと努力
をしていますが、私が日本にきて20年、何に
も動きません。犬猫には選挙権がないので、
国会議員たちは、犬や猫には全然心をかけて
くれません。衆議院議員会館で会を開くなど
様々な活動をしていますが、私たちの声が国
会を通過することは、なかなかありません。
犬猫に関しては環境省、厚生労働省、農水省
の三つの省にまたがっているため、それをま
とめるのが大変です。
　私の願いはシンプルです。悪徳ブリーダー
をなくす。ブリーダーをライセンス制にして、
ブリーダー達がどのくらいの資本を持ち、施
設、衛生面、経験者が何人いるか等々、いろ

んな条件をクリアした人たちだけがブリーダ
ーになれるようにする。そして、犬猫を買っ
た方、里親になった方を登録制にして、最後
までみるという責任と義務を負わせることで、
殺処分は随分なくなると思います。
　もう一つ、力を入れているのは、IBLAグ
ランドミュージックです。IBLA音楽財団は
ニューヨークにあり、発足して今年で27年目
になります。私がまだパリに住んでいた1970
年代、郊外で食事をしていたとき、ものすご
いソプラノに出会いました。彼女を呼んで、
なんでこんなところで歌っているか聞くと、
とても貧しくて音楽学校に行く費用がなかっ
た。コンクールに出たくても旅費がない。有
名な教授にもつけない。けれど、自分にとっ
て歌は命なので、こんなところでも歌わせて
もらっている。全部独学だと言われました。
　そのことがずっと頭に残っていて、恵まれ
ないアーティスト達を発掘して世界に広めて
あげようというので始まったのがこのIBLA
です。IBLAというのはローマ帝国時代のシ
チリア島の古都名で、私のパートナーが
IBLA出身です。毎年、６月末から７月初め
に200名以上のコンテスタントがIBLAに集
まって、入賞者を決めて、10～15名ぐらいを
ニューヨークのカーネギーホールに招いてコ
ンサートを開き、その後各国を回って育成を
するというファンデーションです。
　今月の27日、彼らたちが日本に来て、東京
の紀尾井ホールでコンサートを開きます。ご
興味のある方はご連絡ください。

「今までのチャリティ
　　　　　及びボランティア」

◇ゲストスピーチ デヴィ・スカルノ 夫人

　私は、日本へ来てからＮＰＯアースエイド
ソサエティを立ち上げ、いろいろなチャリ
ティ活動をしています。
　1998年から「日本赤十字社」「難民を助け
る会」のために、騎士道精神と人類のための
至誠と奉仕をモットーに「インペリアル ビ
ザンチン チャリティ ガラ ボール」として、
ホテルオークラから、小さな１歩を踏み出し
スタートしました。今年で23年目になります。
主に震災や天災の被害者、何の罪もない人々
が政治のために生まれ故郷を追われ、寒さと
饑餓に苦しんでいる難民救済のために尽力を
尽くしてまいりました。
　日本にも世界にも多くのチャリティがある
と思います。身体障害者のため盲目の方のた
めとか、いろいろあると思いますが、私がな
ぜ難民を助けるか重きをおいたかと言います
と、政治の犠牲者となり、生まれ故郷、育っ
たところを追われ、飢えと寒さに震えている
人々の救済をしたいと考えたからです。
　近年にわかにＮＰＯが流行ってきて、特定
ＮＰＯというのは日本に何千万あるか分かり
ませんが、認定ＮＰＯというのは40か50しか
ありません。この「難民を助ける会」の創設
者は相馬雪香という女性で、憲政の父と言わ
れた尾﨑行雄の３女で相馬藩の藩主の方と結
婚された方です。現在は、名称を「ザ グラン
ド インペリアル チャリティ バンケット」と
変え、「たくさんの愛が未来を変える」「戦い
を止め、許し合い、地球に平和を」「あらゆ
る命に思いやりを、青い海と緑の大地を永遠
に」をスローガンに活動をしてきました。
　「戦いを止め、許し合い、地球に平和を」
では、イスラエルとアラブ諸国は2000年も
戦っています。韓国と日本、スウェーデンと
ノルウェー、ドイツとフランスも敵対してい
ます。しかし、この戦いをやめるためには許

し合うしかないんです。敵対心を越えるには
許し合うしかありません。また、地球温暖化、
CO2、温室ガスの問題は、皆さんが家庭や工
場で一生懸命努力をするよりも、紛争がなく
なれば解決できるはずです。一つの武器が非
常に多くの温室ガスを排出しています。しか
し、武器をつくっている国々は、そのことを
何も語りません。例えば、アメリカの最大の
収入源は武器だと思います。紛争がなければ
武器を売ることができない。世界が平和にな
るとアメリカの繁栄はないわけです。
　今、地球温暖化のために、記録的な豪雨や
洪水が各地で起こっています。紛争や戦争が
なくなれば、地球の温暖化は直ちになくなり
ます。
　「あらゆる命に思いやりを、青い海と緑の
大地を永遠に」では、今プラスチックが海を
汚染しています。樹木がどんどん切られてい
ます。日本人が使う割り箸だけで、東南アジ
アで何万トンもの竹や木が切られています。
そういったようなことにも、皆さまに関心を
持っていただきたいのです。
　パキスタンのカシミール地方で大地震があ
ったとき、私はカシミールに行き、2,556枚
の防寒着と3,000枚のブランケットを寄贈し
ました。普通は赤十字社と言いますが、十は
十字軍を思い出します。十字軍とイスラム諸
国は因縁の戦う相手ですから、イスラム国で
は赤新月社と言います。ただ、国連下におい
ては、赤十字社も赤新月社も同じような行動
をしています。
　今、安倍総理は拉致問題も含めて北朝鮮を
敵対視して、迫害、経済制裁等々を行ってい
ます。拉致問題解決は、彼の念願だと思いま
す。もちろん拉致は許されざる、人道に反す
ることですが、隣の国で何百万人もの人が餓
死をしているにも関わらず、手を差し伸べな

◇出席率報告

 ● デヴィ・スカルノ夫人　お車代をニコニコ
へ。
 ● 寺尾正生　デヴィ夫人の素晴らしいお話あ
りがとうございました。
 ● 松本隆之　皆さま、本日の例会ご協力あり
がとうございました。家庭記念日のお祝いの

お礼も兼ねまして。
 ● 別役修平　３月より城西館の非常勤の監査
役となり、会社と個人双方の事情により退会
させていただくことになりました。2006年３
月入会し、13年間、この素晴らしい高知東ロ
ータリーの会員であったことを誇りに思い、
皆さまに心より感謝申し上げます。入会祝い
と併せて。
 ● 土居祐三　前川さん、ありがとうございま
した。
 ● 西森やよい　３月の誕生祝いありがとうご
ざいます。２月の夫の誕生祝いもありがとう
ございます。最近はケンカもせず仲良くして
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２月20日

総数
－3 54
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おります。おかげさまです。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 岡本淳一　誕生祝いありがとうございます。
今年で50歳になりました。人生半分の折り返
しです。
 ● 水上　元　誕生祝いをありがとうございま
した。
 ● 早瀬源慶　１年が早く過ぎます、誕生祝い
お礼申します。
 ● 柳澤光秋　誕生祝い、入会祝いお礼。
 ● 西森　大　妻への誕生日プレゼントありが
とうございます。

 ● 石川　健　妻、博子の誕生日を祝っていた
だきありがとうございます。３月３日㈰、子
ども、孫総勢10名集まってドンチャンやりま
した。妻もこじゃんち喜んでいました。
 ● 川端信一郎　家内の誕生月と今日気づきま
した。ありがとうございます。
 ● 久松啓一　家内誕生日祝い品ありがとうご
ざいます。
 ● 猿田隆夫　家庭記念日ありがとうございま
す。　　
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。　
◇遅刻・早退　１件


