
度の廃止を決議したが、決議だけでなく自立のため
の有効な施策を進めていくことが今後の課題である
3. 当教育NGO活動内容
識字率：男性72％　女性45％
•夜間識字学級・女性学級の運営
1993年から現在まで、のべ18,000名が識字教室で学習した
•タルー族女性の職業訓練センターの開設運営　
1996年4月～　裁縫の職業訓練
39期 1,098名が卒業。現在40期生 40名が訓練中
2016年1月～　コンピュータ―教室開設　
2019年度～　ラマヒ女性自立支援センター 2階増築計
画　支援団体募集中！
•タルー女性の経済的自立のためのカリキュラム
　職業訓練センター卒業生を中心に20 ヶ村で女性の
自立グループを結成。運営指導、デザイン指導など
の経済的な自立のためのサポートを実施する。
　女性グループ数60グループ　約1,100名（2017年現在）
•タルー族女性の貯蓄と融資の協同組合
（グラミン銀行：マイクロ・ファイナンス）開設（2005年度～）
•タルー族貧困家庭女生徒への奨学金支給
授業料が有料になる高校生（11 ～ 12年生）に支給
デウクリの高校で女生徒奨学金を支給した時の効果
1. デウクリでは1～ 10年生の間に学齢年齢の女子児
童・生徒のうち約70％が退学してしまう（1～ 10
年生は授業料・教科書とも女子無料であるが退学
率が高い）

2. 退学した生徒たちは農業や家事手伝いに従事して
いる（児童労働）

3. 高校（11 ～ 12年生）を卒業した女生徒達が教育を
受けることの大切さを子供たちに伝える

4. 退学する児童生徒や児童労働を減らすことが出来る
5. デウクリ地区の教育環境と生活を向上させること
が出来る

新入会員紹介

5月誕生日お祝い……7名
谷 尾 榮 一　78才　　河 合 敏 一　76才
内 藤 義 介　76才　　橋 本 幸 恵　70才
三田村士郎　64才
田 中 大 成　59才
山 田 宏 樹　51才

5月結婚記念日お祝い……8名
渡 辺 佳 男・悦　子　60年　石 川 満 夫・東望子　57年
小 林 幸 一・純　子　53年　谷 尾 榮 一・祐岐江　51年
春 田 憲 一・美智子　40年
橋 本 勝 利・知永子　26年
宇 野 賢 治・靖　子　20年
高 村 和 朋・沙　織　17年

 ・本日はお世話になります。次年度は地区学友会ロータリー
フェローズ2650へのご理解をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 【草津RC　伊藤勝晤】
 ・伊藤委員長、左近様よろしくお願いします。　【田中　茂】
 ・初夏の春山蒼翠として滴るが如し　　　　　【三田村久治】
 ・1300年大祭　盛大裡に斉行されました。ご支援ありがと
うございます。しかし本当の仕事がまだ残っています。
お力添えをお願いします。　　　　　　　　　【石川満夫】
 ・昭和33年から60年。過去の灯の日々遠くなる今宵かな　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【渡辺佳男】
 ・誕生日自祝、結婚記念日自祝年も少しとりました。結婚
も長く経ちました。何とか元気で仲良くやっております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【谷尾榮一】
 ・みずほ証券の小林氏を紹介させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【鎌谷忠雄】
 ・誕生日自祝　　　　　　　　　　【内藤義介】【田中大成】
 ・誕生日自祝　好機高齢者になって2回目チャンスがくる
ように祝う　　　　　　　　　　　　　　　　【河合敏一】
 ・大変だった連休が終わり少し明るいきざしが見えました
ので　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【三村昌之】
 ・左近先生、伊藤委員長遠路ありがとうございます。
　 卓話よろしくお願い致します。　　　　　　　【宇野晃成】
 ・ちょっと　　　　　　【宮前貴司】【渡辺哲広】【西野昌美】
 ・結婚記念日自祝　左近様卓話お願い致します。
　伊藤様ようこそおいで下さいました。
　小林様武生RCを楽しみましょう。　　　　　【宇野賢治】
 ・1300年大祭終わりました。色々とありがとうございます。
　 5月20日3時からFBCで放送されます。　　　【石川　浩】
 ・結婚記念日自祝　　　　　　　　　　　　　　【橋本勝利】
 ・今後ともよろしくお願いします。　　　　　　【小林慶治】
 ・後わずかになりました。目標達成によろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【竹内紀昭】

うに感じてしまいますが、いかがなものでしょうか？
　さて私達は、今日までロータリークラブが築いて
きた奉仕の精神を持って、着実に未来を託す青少年
のために、出来るだけの努力をして行くべきではな
いかと考えます。私達がそのような思いでいること
を、いかに伝えていくかが問われていると思います。

ゲスト卓話
「ネパール先住民タルー族の教育NGO活動について」

　　　　　　左近　健一郎氏
　1990年～ 92年青年海外協力
隊ネパール 理数科教師
93年～現在 ネパール･デウク
リ地区タルー族福祉委員会日
本事務局

　滋賀県立大津清陵高等学校教員（新渡日外国人が
多く学ぶ定時制高校に勤務）
1.ネパール概要
人口：2,650万人（2010推計）
面積 ：140,800km²（北海道の約2倍）
民族構成：チェトリ 15.5% 丘陵ブラーマン12.5%
マガール族 7% タルー族 6.6% タマン族 5.5%等
ネワール族 5.4%イスラム教徒 4.2%
宗 教：ヒンドゥー教徒 80.6%・仏教徒 10.7%
イスラム教徒 4.2%・キラント教徒 3.6%等
言語：公用語はネパール語。 
ネパール語47.8%・マイティリ語12.1% ボージュプリ
ー語 7.4%・タルー語 5.8%　タマン語 5.1%・ネワー
ル語 3.6%・マガール語 3.3%等
2. タルー族教育NGO
　ネパール南部タライ平野の先住民。母語はタルー
語。自作農や地主もいるが、近年、山間部に住んで
いたインド・アーリア系の諸民族が農耕地を求めて
タライ地方に移住し、 ネパール語の読み書きができな
いタルー族の土地をだまし取る事件が続発し、小作
や農奴（カマイヤ）などになった人が多い。1990年
のネパール民主化後この現状を憂いたタルー族の青
年や校長・教師を中心にタルー族福祉委員会が結成
された。2000年7月15日ネパール政府はカマイヤ制

本日出席会員36名
　メークアップ（前々回） 8名
　出席率（前々回補正）69.64％
「君が代」斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト　滋賀県立大津清陵高等学校
　　　　　　　　　　夜間部教員　左近健一郎氏
　　　　草津RC　伊藤勝晤氏（地区学友委員長）

　今月は、青少年奉仕月間と
なっています。青少年を取り
巻く環境は、年代とともに少
しずつ変わってきていると思
います。武生ロータリークラ
ブの事業として、青少年に関

する夢のある事業を出来たらよかったのですが、残
念ながらタイムアウトになってしまいました。前回、
財団の資料が配付されたように思いましたが、以前
からグローバル資金の中に存在していた、グローバ
ル奨学生という財団資金があります。RIが掲げる6重
点分野（平和と紛争予防・母子の健康・疾病予防と
治療・基礎教育と識字率向上・水と衛生・経済と地
域社会の発展）について、青年に海外で学んでもら
おうとするプログラムです。最近、留学する希望者
が減っているようですが、海外に出向き学んでくる
ことが、結果的にグローバル社会の構築にも繋がる
のではないかと考え、そうした機会を作ることが、
ロータリークラブの使命でもあるように考えています。
　さて話は変わりますが、北朝鮮、アメリカ、そし
て中国の政治的な駆け引きが繰り広げられています
が、どのような平和的解決が図られるか、非常に興
味のあるところです。自国にとってより有利な落と
しどころが、その国の命運を左右するだけに、将棋
の世界にも似た頭脳的緊迫感が感じられます。が、
さて日本の政治の世界を見てみると、正に、森友・
加計問題で1年間生活してきた議員の姿を見るに付
け、日本は平和な楽園で、正に鎖国の状態にあるよ

ニコニコ箱 …… 58,000円　　累計 1,163,000円

会員報告

報告事項

例会変更情報／福井県内ビジター受付（5月16日～5月29日）
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プログラム　　

会長挨拶　　第64代会長　田中　茂

第3085回  例 会 記 録　平成30年5月8日(火)

会員総数

58名

　5月17日 福井水仙RC
　5月22日 福井南RC
　5月22日 若狭RC
　5月23日 大野RC
　5月24日 武生府中RC

18:00～18:30  福井パレスホテル
12:00～12:30  繊協ビル正面玄関
12:00～12:30  小浜商工会館２階事務局
12:00～12:30  大野商工会議所内事務局
12:00～12:30  JA越前たけふ農協会館1階

本日（5月15日）の例会
ゲスト卓話
日本銀行福井事務所
　　所長　河合真児氏

5月29日
RYLA報告
田中建設株式会社
　　　　棚田莉子氏

5月22日
米寿お祝い例会

6月5日
第一例会行事
新入会員卓話
　土本喜則会員

小  林　慶  治 さん
生年月日／昭和41年11月7日
職業分類／証券業
事 業 所／みずほ証券㈱福井支店
役　　職／支店長
事業所住所／福井市大手2丁目7－15
家　　族／妻、長女、次女、三女
趣　　味／ゴルフ、スポーツ観戦
推 薦 者／鎌谷忠雄会員

  こ　　ばやし け い　　  じ　
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