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◎スリランカより無事帰って参りました｡ 後ほど卓話の時間に
詳しくご報告致します｡
◎神奈川西クラブと神奈川クラブとが合併をするという話が出
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ております｡ 例会終了後､ 山本ガバナー補佐より経過報告が
ありますのでよろしくお願い致します｡
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◎５月11日５月度の定例理事会が開催されましたのでご報告致
します｡
議題につきましては
①春の家族会につきまして､ 行程及び登録状況が報告されま
した｡
②

バングラデッシュに小学校をつくる会

への寄付の件に

つきましては､ 継続審議としております｡
③事務局整備についての報告がありました｡
以上､ 週報№1505をご参照いただければと思います｡
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◎例会変更のお知らせ
横浜鶴見北ロータリークラブ
平成19年６月14日(木) ⇒６月９日(土)､ 10日(日)
年度末移動例会
横浜あざみロータリークラブ
平成19年６月６日(水)
点

鐘

移動例会

12：30

例会場

東急スポーツシステム㈱

平成19年６月13日(水)
点

鐘

横浜オフィス

移動例会

12：30

例会場

東急スポーツシステム㈱

横浜オフィス






５月20日の家族会には多くの会員・ご家族の方のご参加をい
ただき､ また好天に恵まれて皆さまには楽しんでいただけたか
と思います｡ ありがとうございました｡








かねてよりご案内しております国際大会への参加募集につき
まして､ その後参加申し込みがありませんことをご報告致しま
す｡

 





IM の報告書の原稿を回覧しておりますので､ 何かお気づき
の点がございましたらば､ ご意見をお願い致します｡
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６月１日実施するパソコン教室につきまして現在７名の参加
申し込みを受け付けております｡ 参加希望の方はなるべく早く
申し込み下さい｡
６月９日の米山の学友の方々による料理講習会ですが､ 現在
17名の申込みがございます｡ まだ２〜３名はだいじょうぶです
ので､ なるべく早く申込み下さい｡
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本日､ 本年度最後のテーブルミーティングが第１､ 第２テー
ブル合同で行なわれます｡ 出席の申し込みされた方はお忘れな
く会場へご集合下さい｡
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②結婚祝ありがとうございます｡ 32周年となりました｡
785 結婚祝いありがとうございます｡ 又､ 先日の家族
会､ 親睦委員会の皆様ご苦労様でした｡ 私の心と同じ晴天でし
た｡
9:;<5 ・20日の春の家族会､ 参加の皆様大変お疲れ様で
した｡ 親睦委員会の皆様大変ご苦労様でした｡
・スリランカ訪問の皆様､ お疲れ様でした｡ 大変有意義な訪問
でした｡
=
>5 三堀様､ マレーシアより､ ようこそお越し下さい
ました｡ ごゆっくりおくつろぎ下さい｡
? @5 本日､ 例会後皆様にお話しがありますので､ 出来
る限りお残り下さい｡
$%&'5 ①春の家族会参加の皆様お疲れ様でした｡
②小池会長､ 岩澤会員､ 石川会員スリランカ訪問時にはお世話
になりました｡
A BC5 小池会長はじめスリランカのご訪問の皆様､ 本当
にご苦労様でした｡ 当クラブの為にご尽力いただきありがとう
ございました｡
DEFG5 スリランカ訪問の皆様お疲れ様でした｡
HIJK5 石川様､ 古川先生､ 先日はありがとうございます｡
お陰様で大成功でした｡
LMN5 先日は､ 石川さん､ 我妻さんたいへんお世話にな
り､ ありがとうございました｡
OPQR5 本日のテーブルミーティング所用のため欠席させ
ていただきます｡
STUV5 今日は少し遅くなってしまい受付けが出来ませ
んでした｡ 申し訳ありません｡
W?XY5 まもなく訪れる梅雨を前に爽やかなひとときをお
過ごし下さい｡
5 先日の家族会出席の皆様お疲れ様でした｡ 良い天
気で楽しかったですね｡ 皆様のご協力に感謝致します｡
Z[<5 家族会､ 楽しかったです｡
\ ]^5 春の家族会､ 川邉委員長､ お疲れ様でした｡ 家族
で楽しませていただきました｡
_ `5 先日の家族会では､ 川邉親睦委員長始め､ 委員の
皆様には大変お世話になりました｡ 楽しい一日を過ごさせてい
ただきましたが､ ツカレタビ〜
abcd5 ドイツ村､ 楽しく過ごす事が出来ました｡ 親睦委
員の皆様､ お世話になりました｡
e 5 春の家族会､ 親睦委員の皆様ご苦労様でした｡
fg h5 先日の春の家族会では､ 川邉委員長､ 布施副委員
長､ ご苦労様でした｡ 楽しく一日過ごせました｡
ij<5 春の家族会参加の皆様お疲れ様でした｡ そして川
邉親睦委員長をはじめ委員の皆様ご苦労様でした｡
Hklm5 先日の家族会､ 委員長はじめ委員の皆様ご苦労様
でした｡ 家族一同楽しい一日を過ごす事が出来ました｡ ありが
とうございました｡
in o5 家族会出席の皆様お疲れ様でした！
！
pq85 先日の春の家族会参加の皆様ご苦労様でした｡ 楽
しい一日でした｡
rsR5 春の家族会に参加できなくて残念でした｡
tuFv5 川邉さん､ 布施さん､ 家族会幹事､ お疲れ様でし
た｡ 子供達も一日楽しく過ごせ､ 喜んでいました｡

5 ①運動会が延期になり､ 家族会に参加できません
でした｡ 残念｡
②親類の結婚式に参加しましたが､ 新郎193cm､ 新婦183cmの
巨大カップルでした｡ 174cmの私は貧相なおやじになっていま
した｡ ちなみに新婦は女子バレー全日本代表の杉山です｡

副SAA

3
45 結婚祝いいただきありがとうございました｡
6& 5 ①先日は家族会､ ありがとうございました｡ 川邉
さんお疲れ様でした｡
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はるばるマレーシアからご来訪いただきました三堀悟様 (ルー
センロータリークラブ)｡ お互いのクラブのバナーを交換しま










した｡







５月25日 (金) 18時より､ 銀座末広食堂横浜店 (関内) にお
いて第１・第２テーブル合同のテーブルミーティングが開催さ
れた｡
｢本年度を振り返って｣ をテーマに活発に討議され､ 楽しい
ひとときを過ごしました｡ 第１テーブルの田修マスター・第
２テーブルの我妻隆邦マスター､ ご苦労様でした｡


 
５月５日13時20分､ スリランカに向けて成田を出発､ ９時間
のフライトで19時50分､ バンダーラナーヤカ国際空港に無事到
着しました｡ 今回の訪問団は永井会員ご夫妻・岩澤会員ご夫妻・
石川会員そして小池夫婦の７名です｡ 空港では OWOP 鈴木会
長､ サルボダヤのスミス氏が出迎えて下さり､ スミス氏とは再
会を喜びあいました｡
翌６日､ サルボダヤ本部へ向かい､ アリ博士を表敬訪問致し
ました｡ アリ博士は大病をされたと聞いておりましたが大変お
元気の様子で､ ご自宅で奥様と私たちを歓迎して下さいました｡
そして､ 継続して井戸の寄贈している神奈川東ロータリークラ
ブの皆様に感謝を伝えて下さいとの事でした｡
７日､ マイクロバスでコロンボから北東40キロほどにあるガ
ンバハ県メッデガマ村のクラブ寄贈第27番目の井戸に向かいま
した｡ 水牛が見られる田園地帯､ 村の入口には正装した子ども
たちや村人が待っていて､ スリランカ式の大歓迎を受けました｡
井戸は建設途中で大雨のため流出､ ８月ごろ完成予定との事で
したが､ 現場で寄贈の式典を行ない､ 村長さんから水の汚染に
より村人の健康が心配されていますが､ これで安心できますと
の感謝の挨拶がありました｡ 村人の家庭でカレー味の昼食をご
ちそうになり､ 移動｡
スリランカ中部､ ケゴール県ウドゥワ村のヨコハマ動物病院
寄贈第２番目の井戸に向かいました｡ 紅茶畑の続く山奥の山奥､
海抜800メートル､ 小さな村で､ 現在使用している井戸の汚染
が発覚､ 健康面が心配されていたため伏流水が集まる小高い丘
の地中に給水用の井戸を設置､ 15世帯 (65名) に高低差を利用､
ビニールパイプで配布する簡易水道施設です｡ こちらでも通水
式と完成式典を行ない村人の歓迎を受けました｡ 夜８時過ぎキャ
ンデイ到着｡
８日､ マータレーのサルボダヤ事務所と付属の幼稚園を訪問､
そして､ 当クラブの25周年記念事業で幼稚園を寄贈したマータ
レー地区の山村マカラピティ村に向かいました｡ なつかしい記
憶に残る小学校､ そしてその前の幼稚園には予想通り子どもた
ち大勢が感謝の歌で出迎えてくれました｡ 20名の園児のほかに
卒園した小学生や父兄で教室はいっぱいになりました｡ 学用品
や音楽用のキーボードをプレゼントし大変喜ばれました｡ 幼稚
園は清潔に管理され､ フェリスの学生さんに作っていただいて
寄贈した､ 日本の翻訳絵本も図書室に納められ子どもたちに利
用されていました｡ 記念撮影をして村でカレーの昼食をごちそ
うになり､ 見送りをうけてマカラピティヤ村の永井会員寄贈の
井戸に向かいました｡
この村では､ スリランカの伝統的な民族音楽の楽隊と賓客用
の出迎えを受けました｡ 立派な井戸は22世帯92人の村人が利用
するそうです｡ 初めての外国人が村に入ったということで大歓
迎されました｡ お茶をごちそうになり夕方コロンボに移動｡ 夜
７時過ぎホテル到着｡
９日､ ３組の夫婦は早朝スミス氏と彼の小学生の長男に見送
られ､ ７時にコロンボを出発､ モルディブに向かいました｡
感謝をされ､ 大歓迎受けた今回のスリランカ､ ｢訪問をして
良かった｣ これが参加をされた皆さんの共通の感想だと思いま
す｡ クラブの会員の皆さん､ 一度は訪れてみましょう｡
｢光輝く島｣ スリランカへ！！
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ガンパハ県メッデガマ村
(コロンボより40キロほど東北でスリランカの
中心に位置)
総人口
957人 (242世帯)
小／中学生 169名
井戸利用者 216名 (40世帯) 児童18名
井戸が所在するこの村は､ 中流と貧困の人たちで成り立って
いますが､ 住民の協力関係は良いとのことでした｡ ４月に完成
間際でしたが井戸の外壁が大水で壊れ､ 修復もその後のたび重
なる雷雨で思うようにならなかったようです｡ ８月には完成の
予定だそうです｡ 農業用と飲料用に利用されます｡
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