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『カンボジア研修で見た二つの笑顔』 

    東山高校インターアクトクラブ 

部長 力石 宙也 

志望動機 

私がカンボジア夏期研修に参加しようと思った

理由は普段の海外旅行では体験できない事が

たくさんあったからです。私は、海外に行き、実

際に現地の方々と接したり、そこでしかできない

体験をしたいと思っていました。しかし、海外に

行くことが何回かあったものの、どれも主な目的

が観光でそのような事をする機会があまりありま

せんでした。また、私は、海外でのボランティア

活動にも興味があったので、まだ発展の最中に

あり決して裕福とは言えないカンボジアを訪れ、

そのような国では何を必要としているのか、どの

ような状況なのか自分の目で確かめてみたいと

思いました。だから、ノリア孤児院の訪問や

CMAC の活動見学が含まれている今回の研修

に志望しました。 
 

 

研修を終えて感じること 

研修を終えて私の頭から 2つの笑顔がいつまで

も離れなかった。1 つ目の笑顔はノリア孤児院に

行く途中の昼食を食べたところの近くで見た。彼

は片足なくしていて貧しそうな服装だった。彼は、

私と目が合うと笑顔を見せてお金をいれてくれと

いうように帽子を突き出した。その時の彼の笑顔

は何か感情がこもっているわけでなく作り笑顔の

ように見えた。2 つ目の笑顔はノリア孤児院の子

供たちの笑顔だ。子供たちは、初対面である私

たちの所に駆け寄ってきてくれすぐに仲良くなっ

た。子供たちは遊んでいる時も一緒に作業して

いる時も常に笑顔だった。彼らの笑顔はとても輝

いていて、素直に楽しんでいるということが分か

った。この 2 つの笑顔はとても対照的だった。だ

が、彼らにはそれぞれが辛い経験をしていると

いう共通点がある。では、なぜこの差が生まれた

のか自分なりに考えてみた。やはり、それは支

援を受けられるか否かだと思う。（裏面に続く））
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前回例会報告 
会員数 78（27）名 出席者  54（19）名 ビジター 1名 

出席率 77.1％ ゲスト  1名 
第 2342出席率 91.43％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会 ９月１３日（火）於：東館 4Ｆ「葵殿」 
-敬老のお祝い-   中村 弘吉 君 

 関根 淳子 君 
 奥田 歓信 君 

クラブ・アッセンブリー前年度決算報告  
（ライトランチ） 

次週の会合 ９月１３日（火） 
指名委員選挙  例会前「千草１」 
  

-基本的教育と識字率向上月間- 
本日の例会 クラブ・デー 
開会点鐘 
君が代斉唱 〔１２：３０〕 
ロータリーソング♪我らの生業 
会長挨拶 
来客紹介 
表彰・奨学金授与 
新入会員入会式 
幹事報告 
今月のお祝い 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

第 3回定例理事・役員会  例会終了後「白川の間」 
京都東山ＲＡＣ「院内学級例会」 
 13:30～「京都大学医学部付属病院」 
 



 

 

ノリア孤児院などの組織やカンボジア自体には

多額の支援があると思う。しかし、その支援が物

乞いをして暮らしている人やお金がなく子供に

手術を受けさせてやれない人たちまで行き届い

ていない。だから、そのような人たちを助ける活

動や仕組みを作ることが必要だと感じ、また自分

がそのような事に携わりたいと思った。 

 
 

 

『支援のあり方』 

 

 東山高校インターアクトクラブ 

 会長 山本 芳斗 

志望動機 

僕は今年度ＩＡＣ会長を務めるにあたって以前の

ようにロータリーの方が企画していただいた物に

参加するだけでなく自分たちで企画から実践ま

でを行うということを目標としてきた。 

自分たちで奉仕活動などを企画する上で大切な

ことは常にアンテナを張り続けることだと思う。だ

れがどこでどのような物を求めているかを常にキ

ャッチし、それを提供することが最も合理的な奉

仕活動につながるだろう。今日、奉仕活動もグロ

ーバル化している時代、カンボジアでだれがどこ

で何を求めているのかを現地へ訪問し直接肌で

感じ取れる、この経験は今後の自分たちの活動

に大きく活かせる貴重な物になるのではないか

と思い参加を志望した。 

 

研修を終えた今感じること 

カンボジアで現地の人々の笑顔を見て、先進国

が今以上に一方的な支援を行うことは幸せをも

たらすのか、疑問に感じた。のどかで緑溢れると

ころにテクノロジーを持ち込む、先進国は「支援

の押し売り」をしているのではないだろうか。日本

の歴史を振り返ると第二次世界大戦後、日本も

アメリカからの支援を受けていた。だが、日本は

他国に負けない技術力をつけ経済発展を遂げ

先進国の仲間入りを果たした。これは日本が支

援を経験に還元し、経験を生かして自立しようし

たからではないだろうか。日本と同じようにカンボ

ジアの人々がいつかは自立したいという信念を

持っているのなら、いつかは支援を断つ必要が

あると思う。 

僕は、今回出会った方々に行ったような現地

の方々の経験に還元される支援であるなら必要

であると思う。しかし、経験に還元されない支援、

例えば生活を潤す為の資金援助は一時の幸せ

は感じられるが、自立しようという気持ちを萎えさ

せてしまうのではないかと感じる。貧しい状況だ

からこそ生まれる強いハングリー精神が国を成

長させる大きな原動力となるのではないか。ハン

グリー精神、向上心を萎えさせない支援、つまり

自立の意志を支え上げるような支援を行う必要

があると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

新会員紹介 
◆内藤 葉子（ないとう ようこ）会員 

勤務先：〒605-0052 

京都市東山区粟田口華頂町壱番地 

株式会社近鉄・都ホテルズ ウェスティン都ホテル京都 

客室セールス部長 

TEL：075-771-7144 FAX：075-771-7145 

自宅：〒602-8392 

京都市上京区御前今出川上ル２丁目北町 639 

TEL：075-462-8117 FAX：075-462-8117 

職業分類 ホテル 

推薦者：本田 修造 ・ 坂田 均 

 

今月のお祝  

❁１００％出席会員表彰 

連続 ７年間：吉田(武)君 

❁誕生日 

中村（弘）君 ６日  稲本君 １１日 

小山君 １８日    井上（正）君 ２７日 

❁夫人誕生日 

木村（安）君夫人 みや子さん  ７日 

中西君夫人 里佳さん １０日 

奥田君夫人 トキさん ２６日 

❁結婚記念日 

岸君 １４日 末松君 ２４日 

 

幹 事 報 告  
■金沢南ＲＣ表敬訪問 

8/25(火)、新年度に当たり姉妹クラブの金沢南ＲＣを表

敬訪問致しました。メンバーは、渡辺会長、清水幹事、

布施姉妹クラブ委員長、中村（翠）創立 50周年記念事

業実行委員長、川勝親睦活動・出席委員長、中塚社

会奉仕委員長。ごくろうさまでした。 
■第 1 回京都市内 24RC 連絡協議会 合同幹事会 
9/6(火)18：00～「京都ホテルオークラ」に於いて開催さ
れ、
されます。ごくろうさまです。 
■RLI ﾊﾟｰﾄⅡ研修会 
9/11(日)「京都文教学園」に於いて開催され、本田会
員増強委員長、中塚社会奉仕委員長が参加されます。
ごくろうさまです。 
■地域別 職業奉仕担当者会議 
9/11(日)「キャンパスプラザ京都」に於いて開催され 
平野職業奉仕委員長が出席されます。ごくろうさまで
す。 

■次週は指名委員選挙 

次週 9/13（火）の例会前に、次々年度会長と次年度理

事・役員を指名する指名委員選挙を行います。選挙管

理委員長には、木村（安）会員が選出されました。いつ

もより少しお早めにお越しください。 

■お知らせ 

次週9/13（火）の例会終了後に「前年度決算報告」のク

ラブアッセンブリーを開催いたします。よろしくお願い致

します。 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  
【8/23（火）例会】中西RA委員長、井上（正）RA副委員
長、安倍、茂山、加藤、田村同委員、山本会員が出席
されました。ごくろうさまです。 

 

同 好 会 情 報  
＊野球同好会 『全国ロータリー野球大会』 

９月１０日（土）午前９時～１０時３０分  

阪神甲子園球場 ＶＳ水戸ＲＣ 

『刀根荘兵衛ガバナー杯野球大会』 

１１月５日（土）午前８：３０開会式 滋賀県希望が丘文化公園グランド 

9/7 

 

/23 

 

京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ -新会員スピーチ-「おなかと健康長寿」  吉川敏一君  

 （水） 京 都 西北 ら ん ざ ん -新会員スピーチ-「私、こんな人です」  北村幸裕氏 
 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「会員スピーチ」  会員 杉本豊平氏 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「奉仕事業実施説明」  会員 山本隆嗣氏 
 京 都 朱雀 京都東急Ｈ 「伊藤若冲と与謝野蕪村の意外な関係」  MIHO MUSEUM 学芸員 岡田秀之氏 

 9/8 京 都 南 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ※ 「日伊交流 150年-暁と現在-」 大阪大学大学院 言語文化研究家 准教授 菊池正和氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「最新のインターネット・セキュリティ事情」  京都大学 情報環境機構 IT 企画室 教授 斉藤康己氏 
 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ クラブ・デー 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「グランドパープ弾き語り」  ﾊｰﾋﾟｽﾄ・ｿﾌﾟﾗﾉ 速海ちひろ氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 例会変更  ＊ビジター受付はございません 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ 「大阪府知事選奮闘記！」 前大阪府府会議員・公認会計士 栗原貴子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「RLI について」～RLI を楽しく～ 2016-17 年度地区 RLI 委員会委員 ディスカッションリーダー 京都洛南 RC 会員 桜澤仁志氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ 「ソウル世界大会に出席して」  会員 梶野興三氏 

9/9 

 

京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「青少年奉仕と青少年交換の話」  会員 三輪泰司氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ 「アンチエイジング-食品と腸内細菌-」  京都府立医科大学 学長 吉川敏一氏 
 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「吉野太夫」  京都北 RC 常照寺住職 奥田正叡氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H シリーズ古典 その 2「小鼓・大鼓の伝統芸能」  鼓奏者 望月清三郎氏 

9/12 

 

京 都 西 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「命の大切さ」  京都市危険物安全協会専務理事 小川輝明氏 
（月） 京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 第 1回クラブ・フォーラム（社会奉仕部門） 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 「『祇園祭ぎゃらりー』京都で初めての新しい文化発信施設誕生！」  一級建築士事務所 才門俊文建築設計事務所 代表 才門俊文氏 
 

 

京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H ★ 「税・あれこれ」  会員 椙山女学園大学 現代マネジメント学部教授 浪花健三氏 

9/13 

 

 

京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「京都の文化財、その実力の程は？」  京都感動案内社 代表 小嶋一郎氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 未定  公益社団法人ＡＣジャパン 大阪事務局長 坂 寿一郎氏 
  京 都 洛南 京都東急Ｈ 例会臨時変更  ＊ビジター受付は平常通り 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 



 

＊ゴルフ同好会 

2016-17 年度ポリオ撲滅活動協賛第 71 回市内 24ＲＣ懇

親チャリティーゴルフ大会 

10月 8日（土）「瀬田ゴルフコース北コース」 

・ロータリーほろにが会9/13（火）18：00～「レストラン菊水」 

ニコニコ箱・特別寄付 ＜8/30＞ 
ニ コ ニ コ 箱 計 42,000 円 累計 573,000 円 

 達成率 19.1％ 

おじゃまします。 京都ロータリークラブ  

 城守茂右衛門様 

中尾直樹様、本日スピーチありがとうございます。 

 戸田君、柴田君、中村（弘）君、小山君、小坂君 

 関根君 

金沢南 RC表敬訪問の皆様、ご苦労様です。 

 吉田（良）君、山中君、今井君 

 小山君、村岡君、竹之内君 

木や納涼感謝祭自祝。 本田君 

松下先輩、先日はありがとうございました。 山田君 

誕生日自祝。 佐々木君、中西君 

ロータリー財団 計 0 円 累計 373,200 円 

  達成率 25％ 

米山記念奨学会 計 5,000 円 累計 255,000 円 

 達成率 17％ 

金沢南 RC表敬訪問の皆様、ご苦労様です。 

 吉田（武）君 

希望の風奨学金 計 0 円 累計 25,000 円 

 達成率 6.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～8 月のスナップ～ 

100％出席、お誕生日、表彰 
おめでとうございます。 

 

新入会員入会式 
渡邊 恭章君 

入会おめでとうございます。 
 
 
 
 
 

８月９日（火） 
「追悼例会に因んで」 
会員  磯田 好計君 
会員  鈴木 敏治君 
会員  安倍 秀風君 
 
 
 
 
 
 

８月３０日（火）-スピーチ- 
近畿財務局京都財務事務所 

 所長 中尾直樹 様 
 
 

 
 

８月 ２日（火） クラブ・デー 
 
 
 
 
 
 

国際奉仕事業報告 
林 昉 様 

 
 
 
 
 
 
 
 

８月２３日（火）クラブ・フォーラム 
（創立 50周年記念事業実行委員会） 

担当 創立 50周年記念事業実行委員会委員長 
 中村 翠嵐君 

 

IAC事業報告  
東山高校インターアクトクラブ 
部長 力石 宙也様 
会長 山本 芳斗様 



 

 

 

みなさま、お疲れ様でした。 

 


