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前回の例会 

  2021年 3月 26日(金)第 1912回 

卓 話 「プルメリアとフィリピンについて」 

卓話者   北村 勝博 会員 

今週の歌 「 我らの生業 」「 堺北ＲＣの歌 」 

     「 早春賦 」 

臨時会員総会 

米山奨学生修了証贈呈式 陳 敏彪 様 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2021年 4月 2日・第 1912号 

 

 2021年 4月 2日(金)第 1913回 

卓 話   「 私の仕事 」 

卓話者   吉村 博勝 会員 

今週の歌 「君が代」「 奉仕の理想 」 

      「バースデーソング」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(4 月度)  

坂田兼則会員(2日) 城岡陽志会員(19日) 

三上美江様(14日) 山中加須美様(23日) 

池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4 月度） 

白木敦司会員(1日)  北村勝博会員(6日) 

堀畑好秀会員(9日) 嶽盛和三会員(14日) 

笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 

 

2020-21年度 国際ロータリーのテーマ 

    「ロータリーは機会の扉を開く」 

国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク（ドイツ・ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ） 

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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 藤井秀香 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/fujii/  

E-mail ： fujii@rid2640g.com 

会長：山中喜八郎  幹事：塩見 守  広報委員長：坂田兼則  編集者：笹山悦夫 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2021年 4月 9日(金)第 1914回 

卓 話 「 創立４０周年記念誌発刊について 」 

卓話者 40周年記念誌編集委員長 池田 茂雄  

本日の例会 

 

時間 

 

＜3月26日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            33名 
出席会員            26名 
欠席会員               7名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 
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「 プルメリアとフィリピンについて 」 

会費 北村 勝博 

  

 ２０２１年1月に入会させて

頂きました北村です。今回は初

めて卓話にて皆さんの前でお話

をさせて頂く機会を頂き誠に有

難うございます。 

 ２０２０年世界的なパンデミ

ックであるコロナが発生していなければ、毎月フ

ィリピンを中心に東南アジア各国の海外出張を

しておりましたので、この堺北ロータリークラブ

に入会出来ていなかったように思います。 

 さて仕事柄フィリピンのセブ島に金属加工の

工場経営をしておりますので、皆さんにフィリピ

ンの概要について少しご説明させて頂きたいと

思います。 

 フィリピンは人口約１億１，０００万人，国民

の平均年齢が２４．３歳と非常に若い国です。平

均寿命は６８歳と日本の８３歳と比較すると寿

命が短いのが特徴です。このデータの背景にはキ

リスト教（カトリック）が普及し、女性は中絶し

ない習慣になっていること、及び貧しい生活によ

る食べ物（少なくて高カロリー）の影響が大きく

寿命を短くしています。 

 言語はルソン島（首都マニラのある島）のタガ

ログ語、それより南方の島はビサヤ語となります。

ルソン島の南に一本地図に赤い線を引いて頂く

とその特徴を明確にすることができます。また全

国で英語が９０％以上第２言語として使用され

ており、タクシーの運転手でも英語が通じる国と

なります。通貨はペソ、平均気温は２６度Ｃ，夏

休みは4月～５月の２ケ月間。6月が学校の始業

となります。 

当社の子会社であるＳＨＯＷＡ ＣＲＥＡＴＥ 

ＣＥＢＵはなぜセブ島にあるのか？皆さんから

よく同じ質問を受けることが多々あります。その

理由のひとつにセブ島のロケーション（左右の島

に囲まれている）から台風や水害の被害が少ない

こと。廻りの島からセブ島に出稼ぎがくるので人

の採用に困らないことがその理由の一つとして

上がることができます。 

 ２０１３年の子会社立上げに濱野氏との出会

いがあります。小生のフィジビリティスタディ

（儲かるか？儲からないか？分析）の３回目の出

張の時に現地で彼とお会いしました。 

 当時英語の自信が無かった私に、現地で格安で

英語通訳をし、私の子会社設立の全面的な支援を

実施して頂きました。なぜ濱野氏はセブ島に１７

年も滞在しているのか？彼の生活の背景に、セブ

島の恵まれない、下流家庭の子供達に学習の機会

を与えるＮＧＯ法人活動を実施していることを

知りました。 

 日本の里親からお金を預かり、セブの優秀な子

供達の学習、学校費用に直接お金を手渡して支援

する活動です。 

 日本人は貧しい国の子供達を見るとお金を送

ったり、古着やスニーカー等のモノを送ったりし

ますが、セブ島の受取り側では日本の意図した想

いはまず現場に伝わることはありません。お金は

各役人に渡り、モノはローカルマーケット（ダウ

ンタウン）の売買の商品として使われることがほ

とんどです。またセブ島到着時に関税を支払わな

いと物が受け取れない現実があります。 

日本に留学している各国の留学生は、まず日本へ

留学できる家庭環境にある裕福な家庭環境であ

ることが多いと思います。 

逆にＮＧＯプルメリアで支援しているセブ島の

子供達は月１万円程度の生活費で家族１０名ぐ

らいが過ごしているのがほとんどです。 

お金や物をフィリピンの方にあげても有効に使

われないケースがほとんどです。ＮＧＯ法人プル

メリアは“教育”というサービスを支援すること

でフィリピン全体を良くしていく志をしている

組織となります。 

このコロナ過でセブ島もロックダウンとなり、濱

野氏も一時的に職を失う期間がありました。フィ

リピン人の奥様と二人の子供達とセブ島で暮ら

していますが、決して一般の日本人と比較して裕

福な暮らしをしていません。逆にフィリピン人の

一般家庭と同様の暮らしをしています。 

同じ日本人としてそういった彼の奉仕の精神の

ある活動に心から支援したいと思っています。 

 

NGOプルメリアのホームページはこちらです

http://bituin.sakura.ne.jp/ 

卓 話 

http://bituin.sakura.ne.jp/
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セブ島の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下流階層の街並み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ダウンタウン 

 

 

 

 

 

 

 

 

庶民の足 ジプニー 乗合いバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ショッピングセンター 中流階級以上～ 外国人観光客 

 

 

 

  

 

  会長 山中喜八郎 

  

 長らくご心配、ご迷惑をおかけ

しておりました。特に木畑直前会

長には、会長代理をお願いし、支

えて頂き感謝いたします。 

体調が少しずつ良くなってまいり

ましたので、本日久し振りに出席させていただ

きました。 

やはり例会に来て皆さんのお顔を見ると、嬉し

く、元気をいただきます。 

未だ以前通りにとはいきませんが、体調の良い

日は出席させていただきたいと思います。 

 

 

 

 

クラブ細則第 16 条の規定により、下記議案につ

いて、只今より臨時会員総会を開催いたしま

す。 

【議案】 

１.堺北ロータリー・クラブ定款 改正 

  令和 3年 3月 5日 理事会 承認 

２.堺北ロータリー・クラブ細則 改正 

   令和 3年 3月 5日 理事会 承認 

３．堺北ロータリー・クラブ基金管理規約 

  令和 3年 3月 5日 理事会 承認 

 

上記案件、拍手をもって承認可決されました。 

 

 

 

「ご挨拶」 

米山奨学生 陳
チャン

 敏
マン

彪
ピウ

 様 

 

 こんにちは。今日は私が奨学生として、最後

の例会出席となっております。 

コロナでいろいろな状況があって、すごく大変

な一年になりました。例会が中止になったり、

卓話研修会が 1日になったり、クリスマス会な

どが中止になったりしました。 

しかし、毎月の例会、研修旅行などのイベント

会長の時間 

臨時会員総会 

米山奨学生修了証贈呈式 

フィリピンで 
一番大きいお札 
1000ペソ 
  ＝約2000円 
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が参加できて、貴重な経験だと思います。 

来年から、府大の博士後期課程に進学しますの

で、まだ 3年間大阪にいます。 

 この一年間、堺北ＲＣのロータリアンの皆さ

ん、大変お世話になりました。心から感謝いた

します。 

 

 

 地区米山奨学委員会では 3月 20日に 2020年

度米山奨学生修了式を予定しておりましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライ

ン開催となり、修了証の贈呈は各クラブにて行

うことになりました。あわせて、カウンセラー

への感謝状も届きましたので、各贈呈式を行い

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員増強委員会 

 「ロータリーデー・拡大例会ご協力のお願い」 

            会員増強委員長 嶽盛和三 

 

 3月末となり、拡大例会出欠の締

め切りを迎えようとしていますが、

現在のところお客様は 2 名です。

新型コロナウイルス感染症の影響

でお誘いしにくい状況とお察しい

たしますが、締め切りを 4月 9日

（金）まで延長しますので、ご協力のほどお願い

いたします。 

 

「拡大例会」 

日 時 ：２０２１年４月１６日（金） 

   開会１８：００（受付 １７：３０～） 

会 場 ：南海グリル 東店 3階 

会 費 ：会員 ２，０００円 

     お客様  無 料 

 

 

社会奉仕委員会 

   「＂ダメ・ゼッタイ“募金の報告」 

            社会奉仕委員長 池永 隆昭 

 

 ３月度「ダメ ゼッタイ」募金を行い

ました。 

募金金額は、１０，０００円でした。 

皆様のご協力に感謝いたします。 

 

 

国際奉仕委員会 

国際奉仕副委員長 綿谷 伸一                                

 

 友好クラブ タイ王国・ノンケー

ム RCとの「浄水器設置プロジェク

ト」（地区補助金活用）についての

簡易贈呈式の報告、また「母と子

の命を救うプロジェクト」（グロー

バル補助金活用）の進捗状況についてトーマス

礒部氏より下記報告がありましたので、お知ら

せいたします。  

  

委員会報告 

2020年度米山奨学生 陳 敏彪さん 
米山奨学会より修了証、記念品の贈呈 

 

クラブから米澤カウンセラーセレクト“クロスのボ

ールペン”を贈呈しました。学業に励んで下さい！ 

米山奨学会より米澤カウンセラーへ感謝状贈呈 
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ノンケームＲＣ 会長 トーマス礒部 

 

 タイと日本の両サイドの

Covid-19(新型コロナ)の状況によ

って、本年度の浄水器設置プロジ

ェクトと、その贈呈式は下記のよ

うに変更を余儀なくされたことを

ご報告いたします。 

  現在、タイの COVID-19(新型コロナ)は、まだワ

クチン接種も始まったばかりで、国民も外出が制

限されるなど厳しい状況下に置かれています。外

国からの入国が厳しく制限され、一般旅行者の入

国は認められていません。タイ国民も外出を控え、

限られた生活環境の中で暮らしています。 

このような困難な状況ではありますが、私達ノン

ケーム RCは、2640地区の堺北 RCから寄贈を受

けた3ユニットを含む浄水器及び同地区内の和歌

山、和歌山東、堺泉ヶ丘、堺清陵の各クラブから

寄付を受けた浄水器を、昨年中にサプライヤーに

発注し、全て設置業者によって設置インストール

が完了し運用をしています。当初、2 月の中旬と

3月の『RIの水と衛生の月間』に皆様にお集まり

いただいて贈呈式を行う予定でしたが、今回は困

難な状況にあり、2 月時点での合同贈呈式を行う

事は不可能と判断しました。ノンケーム RC だけ

で 2 月開催をすることも今回は不可能でしたが、

3 月 23 日に第一回目の贈呈式を開催することが

できました。次回 3 月 30 日に開催の予定をして

おります。今回は、タイ側だけで贈呈式(非公式で

簡易的)を行いましたが、堺北 RC を含む 2640 地

区内5クラブによる日泰両クラブでの正式な贈呈

式は、COVID-19の状況をしっかりと確認し、タイ

政府からの許可がでたら堺北 RCを含む 5クラブ

とノンケーム RC で改めて正式な贈呈式の日程を

相談し、開催日時を決定したいと考えています。

現状では早くても5月か6月初旬になると推測し

ている次第です。次年度にかぶり難しい時期では

ありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 2020-2021年度、堺北 RCによる GGと浄水器プロ

ジェクトへの御厚意と御支援を賜りましたこと

に Nongkhaem RCとタイで暮らす地域社会の人々

は、堺北 RC の山中喜八郎会長をはじめメンバー

の皆様に心から御礼と感謝を申し上げますと共

にロータリーの友情に感謝します。  

【3月 23日 贈呈式の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田茂雄会員 北村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

奥野圭作会員 北村さん、本日の卓話よろしくお 

       願いします。 

ＳＡＡ報告 
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塩見 守会員 山中会長、お元気そうで何よりで 

       す。木畑さん、今日はゆっくりお   

       過ごしください。 

       北村会員、卓話楽しみにしており 

       ます。 

城岡陽志会員 北村君、卓話楽しみにしています。 

       先日、テレビの収録がありました。 

       もうマンネリ化してきました。 

嶽盛和三会員 北村さん、卓話楽しみにしており 

       ます。 

       陳さん1年間ありがとうございま 

       した。拡大例会、何度も申し訳あ 

       りませんが宜しくお願い致しま 

       す。 

中田 学会員 北村会員本日の卓話楽しみです。 

永富久紀会員 北村様、フィリピン、プルメリア 

       卓話楽しみです。 

畑中一辰会員 北村さん、フィリピン卓話大いに 

       期待しています。 

山中喜八郎会員 元気になって来ました。久し振 

       りに皆様のお顔を見れてうれし 

       く思います。調子の良い日は出席 

       させてもらいますので、よろしく 

       お願いします。 

吉村博勝会員 北村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

綿谷伸一会員 北村会員、卓話楽しみにしていま 

       す。 

  （50音順）      合計３８，０００円 

◆米山特別寄付･･･嶽盛和三会員、濵口正義会員 

         米澤邦明会員 

 

 

 

（１）配布物 ・週報  ・卓話資料 

       ・ロータリーの友３月号 

 

（２）地区大会報告 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため参加

者を限定縮小して RI2640 地区 2020～2021 年度

地区大会が 3 月 28 日(日)に岸和田東ロータリー

クラブのホストにより岸和田市立浪切ホールで

開催され、当クラブからは私 塩見と藤永会員2名

で参加してまいりました。  

地区大会の模様は後日動画配信される予定のよ

うですので、詳細が届きましたらお知らせいたし

ますので是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充分なソーシャルディスタンスで開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ライトハウス 盲導犬紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記念講演 国際ロータリーポリオ根絶大使 

ジュディ・オング氏 

幹事報告 

互輪会ホストにつき 
     ご協力お願いします 
 と き：5月１８日（火） 

 場 所：天野山カントリークラブ 

 集 合：AM６時４５分 


