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【会長挨拶】

会長 増田 繁

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 90.69%
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◇災害が起きている時期でしたが昨日当社
60周年記念式典を開催させていただきました。
竹村 信彦会員

増田

繁

皆さんこんにちは。東金クラブから並木孝治
様、元米山奨学生で山武市非常勤職員のサジー
ワニさんようこそお出で下さいました。サジー
さんには後ほどご挨拶をいただくことになって
おります。ごゆっくりとお過ごしください。
前回の夜間例会は台風15号の影響で、中止せ
ざるをえませんでした。連絡も電話がつながら
なかったりと至らないところがあったと思いま
すが、何分にもご了承の程、お願いします。
台風の進路の東側にあった八街市は、暴風に
見舞われ甚大な被害が発生しました。被害に遭
われた方には謹んでお見舞い申し上げます。私
のところでも入口の道路に大木 3本が倒れ、

並木孝治様（東金ＲＣ)
山武市総務部
市民自治支援課
地域まちづくり支援員
サジーワニーデイサーナーヤカ様
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現在進入路、電気、水道、電話がいまだに不通 【委員会報告】
です。自宅、工場、冷蔵倉庫、冷凍倉庫と使用
青少年奉仕委員長 小久保 和子
不能の状態です。幸いに店舗、包装工場は12日
より平常に戻りました。しかし、自宅、工場の
シャッター、外壁、倒木等手つかずの状態です。
近隣を見渡しますと、ビニールハウスの倒壊
が多数見受けられます。農家の生産意欲が落ち
ないか心配です。ぜひ復旧に頑張っていただき
たいものです。今回の台風の復旧の状況を思い
ますと、こと八街市においては風害対策が第一
で、倒木による道路の寸断、電線の切断等の対
処が遅れたように思われます。特に携帯電話の
不通により情報が入らないため、県・市の対応
9月10日に千葉市民会館にて第2回インターア
の遅れが目立ったように感じられました。個人
クト合同会議に参加してきました。
の対策としては日頃から停電による給水、非常
11/8〜11/11 3泊4日で台湾国外研修があります。
灯、非常食の備えがぜひ必要と思いました。
千葉黎明高等学校から1名、八街ロータリーク
ラブからは私が参加させていただきます。
10月1日には第32回インターアクト国外研修
【幹事報告】
幹事 笹川 英一
オリエンテーションがありますので生徒さんと
一緒に参加させていただきます。

【新会員卓話】

野村 英雄会員

◎ インターアクト国外研修オリエンテーション
開催について
日時：2019年10月1日（火）14時より
会場：千葉市民会館４F
◎ 八街市社会福祉大会における被表彰候補者の
推薦について

～カカオ豆のはなし～

◎例会変更のお知らせ
≪成田RC≫10月25日(金）振替休会
≪印西RC≫10月9日(水）夜間例会
10月29日(火）情報研修会
◎受贈週報

・成田RC

本日はチョコレートの主原料であるカカオ豆
の話をさせて戴きます。カカオ豆は赤道から南
北20度以内に生育する熱帯性作物で2017年度に
は約470万トン収穫されていますが、西アフリ
カのコートジボワール・ガーナ・ナイジェリア
等で75％、エクアドル・ブラジル等中南米で
17％、インドネシア・パプアニューギニアのア
ジア地域で８％が生産されています。
歴史的には1492年のコロンブスのアメリカ大
陸発見直後、16世紀初めにスペイン人がメソア
メリカ地域(アステカやマヤ)に侵攻し、その地
の王朝で嗜好されていたものをヨーロッパに持
ち帰ったのがヨーロッパ人がカカオ豆に出合っ
た最初とされています。当初は今私達が食べて

・八日市場RC

八街RC 10月例会スケジュール
10月 9日(水）

通常例会

10月16日(水）

通常例会

10月23日(水）

休 会
情報研修会（ラディソンホテル）
乗り合わせ
振替休会

10月29日(火）
10月30日(水）
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いるチョコレートとは別の代物で、飲料の形で さかのぼります。
栄養剤、精力剤として利用されていたようです。
私はロータリー奨学金をいただくまで他の奨
それから約500年ヨーロッパで種々の改良が試
みられ、今日我々が口にするようなお菓子にな 学金をもらっておらず、大変困っておりました。
ずっと雨が降らなかった砂漠に急に降りだした
りました。
私共のパートナーであるベルギー人 グリ 雨のように、米山奨学金を頂きました。そのご
シャ・サファリアン氏は現在ベトナムのホーチ 恩に報いるために一生懸命に研究して、博士号
ミン市郊外でチョコレート工場を経営していま をいただくことができました。言葉では、言い
すが、ベトナムでもここ10年程前から政府の 表せないほど皆様方に感謝しております。2011
バックアップでカカオ豆栽培に力を入れるよう 年5月からロータリアンの皆様のおかげで、
になりました。まだ年間5,000トン程の収穫で ロータリー米山奨学金をいただき、千葉大学大
すがこれから年々増加していくものと思われま 学院で勉強させていただきました。皆様のおか
す。カカオ豆栽培とチョコレート工場を同地で げで2015年の3月、博士課程を終了し、大学を
卒業しました。
見学することができます。
ベトナム訪問の機会がありましたら是非見学
現在山武市市民自治支援課のまちづくり支援
されることをお奨めします。
員として仕事をしております。ロータリー奨学
金をいただいたおかげで、山武市で活動するこ
とができました。ロータリアンから頂いた奨学
金は、私の大学での学費や研究、また日本での
生活のための大きな宝でした。この宝がなけれ
【卓
話】
ば、私は博士課程の研究を続けることができな
かったと思います。ですから、私が博士課程を
サジーワニーデイサーナーヤカ様
修了できたのは、ロータリアンの皆様お蔭です。
松戸西ロータリークラブ奨学生
ロータリアンの皆様にはいつも暖かい心より感
（2011年～2013年）[学友]
謝申し上げます。
私は小学校5年生の奨学金試験に合格し、コ
ロンボ市内の有名な中学校に進学しました。貧
しい家庭で生まれて、靴もない、学用品もない
私が首都の学校で勉強できるかどうか大きな問
題でした。当時、祖父母が近所の田んぼで稲刈
りなどの手伝いをしており、どんなに困ったこ
とがあっても私と姉に首都の学校で勉強させた
いと、私達二人を首都の学校に行かせてくれた
ので一生懸命に勉強しました。中学校2年生の
時に試験で優秀な成績をおさめたので、校長先
八街ロータリークラブの会長様、幹事様をは 生が日本の里親さんを紹介してくださいました。
じめ会員の皆様、こんにちは、
日本の里親さんから奨学金をいただきました。
大変お久し振りでございます。
日本の里親さんのおかげで、日本に留学しまし
台風15号の関係で大きな被害を受けていらっ た。
しゃるところ、本日は、八街ロータリークラブ
で卓話する為に機会を作ってくださった、高橋
山武市役所では、総務部市民自治支援課の非常
先生と生形先生には、心から感謝申し上げます。勤職員として、山武市内の外国人とその子供達
私が米山奨学生の頃は高橋先生が米山委員長で への支援、日本語教育のサポートなどもしてい
いらっしゃって、八街ロータリークラブに私を ます。山武市は2020年東京オリンピックでのス
ご紹介してくださいました。私の八街ロータ
リランカ選手団のホストタウンになっており、
リークラブとの出会いは、私は、ロータリー奨 現在様々な取り組みを行っています。例えば、
学金を頂く前に試験を受けた時に、高橋先生が 山武市青少年スリランカ派遣事業のプログラム
私の面接官でいらっしゃったことと、私が米山 では、山武市内の中学生と高校生がスリランカ
奨学生として米山奨学生研修旅行に参加させて を訪問したりしています。また、スリランカの
いただいた時に、高橋先生にお会いした時に
中学生と高校生を日本に招聘するプログラム
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などもあります。私はこれらの事業のサポート
をしている他、市内の小学校の学童保育で英語
教師として教壇に立ったり、山武市の国際交流
組織である『さんむグローバルセンター』の支
援部会で、シンハラ語と日本語の講師をしたり
しています。

高橋先生と生形先生にお願いしたところクラ
ブの方にも来て話をしてくださいとのことで、
本日は八街クラブにお邪魔しました。この事
業は私の関係でやっているので、私を助けて
くださるロータリーの皆様よりご支援をいた
だけたらと思います。よろしくお願い申し上
げます。
私は、子供の時から日本の里親さんのご支
援をいただいて勉強しておりましたが、私の
ような子供達がまだまだスリランカには大勢
おります。最初はその恩返しに里親さんに感
謝しながらスリランカに住んでいる貧しい家
庭の優秀な子供達に支援してあげたいという
気持ちで鈴木先生に相談しました。その結果、
私は留学した時から今まで大変変お世話に
なっている、元校長先生でいらっしゃった鈴
木先生のおかげでスリランカの子供達に支援
するコスモス奨学金基金という奨学金支援団
体が始まりました。
鈴木先生の代表で10年前にコスモス奨学
金を始め、優秀であるが貧しい家庭の子供達
に奨学金を与えるボランティア活動を始めま
した。コスモス奨学金は、優秀だが経済的に
大変困っている子供達を支援するボランティ
ア団体です。三食が食べられない子供達が大
勢おります。学校でお友達のご飯を分けて食
べる子供もいます。また、鉛筆やノートなど
もないため、友達と共通で使う子供も多く見
られます。
私はロータリー奨学生の頃から知り合いの
ロータリアンにも声を掛け、ロータリアンの
方々もコスモス奨学金の里親さんになってく
ださいました。
私は奨学生頃、学生委員長、柏東ロータリー
クラブの中村お父様と、国際奉仕プレジェク
ト委員長の新田お父様は、大網ロータリーク
ラブの四之宮お父様、板倉お父様、石田お父
様とご一緒に2014年に始めてスリランカを訪
問してくださいました。

山武市青少年スリランカ派遣事業のプログラ
ムでは、山武市内の中学生と高校生が毎年スリ
ランカを訪問したりしています。今年も市内の
子供達がスリランカを訪問する予定でしたが、
皆様がご存じ通り今年の4月にスリランカでは
テロの関係で爆発事件があり、青少年派遣団の
スリランカを訪問するプログラムが中止になり
ました。しかし、山武市はスリランカと様々な
交流活動を行っております。
山武市は2020年東京オリンピックパラリン
ピックの開催にあたり、 スリランカ選手団の
事前キャンプ等に関して、 スリランカのス
ポーツ大臣との間で、 2014年12月に合意に至
りました。また、 日本国内においては、 2016
年1月に内閣官房（国の組織）のホストタウン
（事前キャンプ等の応援・支援をする自治体）
として第1次登録が認められました。このよう
な状況の中で、さんむグローバルセンター（国
際交流組織）（SGC）は、 ホトタウン事業とし
て「インターナショナルフェスティバルinさん
む」を山武市の後援で10月22日に実施します。
本事業は、 山武市民に広くスリランカの文化
等を知 っていただき、 スリランカ国と山武市
の相互理解の推進を図ることを目的として実施
します。SGCではスリランカよりスリランカの
文化に精通した申請人を当祭りのスリランカ文
化紹介のために招へいしました。
このような状況の中で、さんむグローバルセ
ンターは、ホストタウン事業として「インター
ナショナルフェスティバルinさんむ」を山武市
の後援で2019年10月22日に山武市で開催を予定
しております。当祭りには、スリランカの文化
を紹介するため、スリランカから、ダンサー9
名、歌手2名、、坊僧1名の招待を予定していま
す。このためにさんむグローバルセンターから
ダンサー5名まで飛行機代のご支援をいただい
ていますが、残りの方々のチケット代に関して
支援者にお願いしているところです。

両方のクラブが2014年に、初めてスリラン
カへいらっしゃって、スリランカと交流が始
まりました。里親様がスリランカにいらっ
しゃって実際に里子の家を訪問したり、コス
モスセンターを訪問したりして、里子にとっ
て一番必要なものを考えてくれました。コス
モス奨学金で一年中使える学用品をいただき
ますが、子供達に必要な教科書、参考書など
を買うことは奨学生にとって非常に難しいの
です。また、コスモス奨学金をもらっている
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里子達の中で三食が食べられない子供たちが大 いる子供達にきれいな水を飲ませることを考
勢おられます。そのきっかけで大網ロータリー えてくださって、浄水器をたくさん寄付して
クラブがコスモス奨学生を対象し、食糧基金を くださいました。また、松戸西ロータリーク
立ち上げました。大網クラブの里親さんがスリ ラブは、30年ほど内戦で被災者地域にない
ランカから日本にお帰りなさった後、すぐにコ なっている子供達に音楽器を寄付してくださ
スモス奨学金をいただいている子供達の中でご いました。このように、松戸西ロータリーク
飯が食べられない子供たちに支援するために食 ラブ、柏東ロータリークラブ、君津ロータ
糧支援を作ってくださいました。その日から今 リークラブ、八千代ロータリークラブ、千葉
まで50軒以上の家庭は、大網クラブの食糧支援 ロータリークラブ、八日市場ロータリークラ
をいただいております。毎年ロータリアンから ブはスリランカと交流活動を行っております。
スリランカの子供達は様々なご支援をいただい
ています。皆様には心から感謝を申し上げます。 それから、皆様ご存じだと思いますが、今年
ロータリークラブの里親さんはスリランカの子 の４月はスリランカで大きな爆発事件があり
ました。その日、日本のニュースなどにも爆
供達に教育支援だけではなく、健康の支援も
行っています。里親さんがスリランカにいらっ 発事件について放送があったそうです。次の
しゃって里子達の家を訪問してくださって実際 日、朝早く大網ロータリークラブの里親さん
に里子達の家庭環境などをご覧になりました。 と松戸西ロータリークラブの方々からもお電
小さい時から目が見えない状況になっている子 話をいただいてスリランカの事情は如何です
供達にも大網ロータリークラブからご支援をい か？と聞かれました。皆様方が非常に心配し
ただいて、その子供はロータリアンのご支援を ているいらっしゃることが分かりました。私
おかげでどんどん目が見えるようになりました。 は当時米山奨学生ではなければそのようにお
里子達ロータリアンのご支援をいただいて大変 電話をいただかないと思います。幸せなこと
素晴らしい成績をもらって中学終了試験や高校 に、スリランカで大きな被害があっても、私
卒業試験などに合格できています。高校に入学 は日本で一人になっていないことが良く分か
し、医学部を進学するための勉強をしている子 りました。素晴らしいロータリアンの方々が
供もいます。この場を借りて関谷お父様をはじ 楽しい時も悲しい時も、寂しい時も困った時
めクラブの皆様には心から感謝を申し上げます。 も私とご一緒にいらっしゃること誇りをもっ
てどこでも話すことが出来ます。その後、大
大網クラブは5年間続いて食糧支援のご支援を
いだいております。言葉では言い切れないぐら 網クラブと松戸西ロータリークラブからご連
絡をいただき、爆発事件で被害者になった人
い感謝の気持ちの一杯です。
達の支援のために寄付金を送ってくださいま
した。
コスモス奨学金で一年中使える学用品をいた
だきますが、子供達に必要な教科書、参考書な
ロータリアンの皆様はスリランカ人私達を
どを買うことは奨学生にとって非常に難しいの 助けてくださる神様です。これらの皆様方の
で、図書を寄付してくれればとても良いことに 善意は、スリランカ人にとって大きな力と
なると検討してくださいました。その結果、日 なっており、スリランカの大勢の人々は日本
本にお戻りになった、柏東ロータリークラブの のロータリアンに心から感謝しております。
里親様は、自分の里子だけではなく、スリラン 私はロータリー奨学金をいただけなかったら
カの大勢の貧しい家庭の子供達へ図書室を寄付 このようにロータリアンと接触する機会がで
してくださることについて決めたそうです。そ きなかったはずです。ロータリー奨学金をい
れで、柏東ロータリークラブの当時の会長様で ただいた時から、今までロータリアンの優し
いらっしゃった中村お父さんと国際奉仕プレ
いお心、親切なお言葉は、私がスリランカに
ジェクトの新田委員長がクラブでお話ししてく 帰っても忘れることができません。今まで大
ださった結果、スリランカの子供達に使用でき 変お世話になりましたこと、ロータリアンの
る立派な図書館を作ってくださいました。この 皆様にいつも心からお礼申し上げております。
場をお借りし、会員の皆様には心から感謝申し 言葉では、言い表せないほど皆様方に感謝し
上げます。柏東は5年間続いて図書のご支援をい ております。
ただく予定です。それから君津ロータリークラ ロータリー奨学金が終わっても学友として
ブはスリランカの貧しい地域の学校に通って
5

皆様方との交流を大切にし、日本とスリラン
カの懸け橋になって交流を続けたいと思いま
す。今後もよろしくお願い申し上げます。
ロータリアンの皆様に仏様の御加護があり
ますように心よりお祈り致します。クラブの
ますますの発展を願っております。

サジー

檀家さんのこの言葉には感謝しています。とに
かくできる限り通夜葬儀や年回忌法要の後席、
精進落としの席には参加をして檀家さんたちや
その親戚知人の人達とコミュニケーションをと
ることを第一としています。その何気ない会話
の中から見出されるものがあったり、新たな檀
家さんとの出会いがあったりもするわけで一番
の布教の場ではないかと思っています。

【誕生月卓話】

川崎 尭信会員
（9月4日卓話）

前回は、家族のお話をさせていただきました
ので、今回は仕事に関するお話をいたしたいか
と思います。
私の仕事の話といえば当然寺と仏教の話にな
るわけですが、今月は９月ですので彼岸の話が
いいかなと思ったのですが、その前に皆様の記
憶も新たなところで、お盆と施餓鬼のお話を少
しさせていただきます。別に勧誘や布教ではあ
りませんので、社会学や民間信仰の話として聞

誕生月という事で少しお話をさせていただ

いてください。

きます。元来話すことが得意ではないので

一般的にこの辺の地域は８月がお盆月になり

日々悪戦苦闘してるんです。坊さんの中にも

ますし、大抵のお寺は１５日から２４日の間の

色々あってお経の上手い人、下手な人。話の

どこかで施餓鬼を行っています。「お盆になれ

上手い人、下手な人。

ば施餓鬼が来る」と当たり前の様に我々坊さん

最近ではコミュ力と言いますが人付き合いの

も檀家の皆さんも思っていますが、実はお盆と

上手い人、下手な人。全くもって社会の縮図

施餓鬼は異なる宗教行事なんです。どう違うか

です。

と申しますと、お盆は身近な先祖を供養する行

親父が亡くなって住職になった頃お通夜の
後席で近しい檀家さんから、「御前さん、通

事。そして施餓鬼は餓鬼道に堕ちた諸々の霊を
供養する行事と大まかに分けることができます。

夜説法してくださいよ」といわれました。親

お盆は正式には『孟蘭盆会』と言います。

しくしてた方なんで会話の中から何気ない形

普通お盆は８月１３日から１５日もしくは１６

で言われたのですが、ずっと私もやるべきな

日となっています。以前、山本前会長よりお盆

んだろうなと漠然と思っていたものですから、 の送りについて「周りは１５日なのに家は１６
この檀家さんの言葉が後押しとなって通夜法
日なんだけどなんでかなあ」と尋ねられたこと
要の後にお話をする様になりました。今でも

がありました。
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以前から１５日の地域と１６日の地域がある

します。

ことは知っていましたが、自分が住職している

みなさん１３日、日がくれたらお向かえ

地域は１５日だけだったのであまり考えてな

に行きますでしょ。お墓から提灯を先導に

かったのですが改めて調べて見ますと全国的に

帰って来るんですが、仏さんはみんなの後ろ

は１６日の方が多い様な印象を受けます。

をトボトボとついて来ます。家に着いたら家

京都五山の送り火が１６日ですのでやっぱり１

族は玄関から入りますが仏さんは縁側から上

６日が主流なのかと思いますが、どうも千葉県

がります。「縁側のことを神の口とも言う」

に限っていえば１５日の送りの地域も少なくな

と御老僧から教わったことがありますが、棚

い様です。

経の時も縁側から上がるのが本義です。最近

送りの日にちに関しては、その土地土地の風習

の家は縁側が無いのでどうしたら良いので

や習慣が大きく影響していると思われます。ち

しょうか。こう言うのって聞かれたら答えに

なみに、八街近辺では九十九里のあたりが１６

困ります。ちなみに自宅から出棺の時も棺は

日送りなんだそうでその辺のところとの関係も

玄関から出さず縁側から出すものだと決まっ

多少なりとも有るのではないでしょうか。

ています。

あと、お盆に関してよく尋ねられるのが飾り

それで、仏さんは無事に家まで帰って来た

方です。精霊棚と言いますが、ご先祖様をお迎

わけですがすぐに上がるわけには行きません。

えするための場所になります。飾る日にちは

仏さんは当然裸足なんで足を洗ってもらわね

１３日です。新盆の場合は７日に飾ります。

ばなりません。そこで庭に手元が見える様に

昔は近隣や村親戚が集まって作ったものですが、

灯籠を立ててそこに手ぬぐいをぶら下げ水を

最近はほぼアラキさんを代表とする葬儀屋さん

張った洗面器を置いておくわけなんです。

へ頼むのが主流となりました。

足を綺麗にした仏さんが縁側から家の中をみ

ですけど、ウチの方は今でも7日に集まり、

ると何やら綺麗に飾られた棚が有るわけです。

盆棚はもう作りませんが提灯作りは続いていて、

おっ。あそこが俺の居場所か？って事で盆棚

午後新盆のお経に伺うと大抵みんな酔っ払って

の中央に収まるんですが、大事なのは３尺も

いて誘いを振りほどいて次の家に行くのが結構

の高さがあるのでおいそれと上がれません。

至難の技なんです。

脇に竹で作ったハシゴを用意しておくのが肝

そんなわけで盆棚ですが、三尺ほどの高さに

なんだそうでございます。

戸板など大きな板を敷いて四方に青竹を立て、

そしてお供え物ですが、まず水を入れた器

編んだ縄を渡しそこに稲や粟、ホオズキ、桔梗

とミソハギ、そしてナスをさいの目にきった

などを下げ飾ります。戸板の下側正面と左右は

ものをハスの葉の上に盛ります。これはその

マコモで覆い戸板のうわ面もマコモのゴザを敷

家によって米やウリを混ぜたりもします。呼

きます。このマコモには古来より邪気を払うと

び方も正式には「水の子」ですが、この辺で

言う意味があってお盆の期間中おいでになった

はアラヨネと呼ばれています。

ご先祖様が安心して滞在できる様マコモを使用

あとはみなさんよくご存知のキュウリの馬と
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ナスの牛ですね。馬は一刻も早くご先祖様を
2021-22年度国際ロー
タリー会長に選出され
たシェカール・メータ氏

お迎えしたいという心を表したものですし、
ナスの牛はお土産を沢山持ってゆっくりとお
帰りくださいという心の表れです。

（インド、西ベンガル州
カルカッタ-マハナガル・
ロータリークラブ）

そしてお花、香炉、お灯明、ご馳走をお供
えしあるたけのお曼荼羅を飾って完成です。
どうでしょうか？
何か足りないものやウチは違うという方おい
でになりますか？
私の寺の方の習慣を付け加えさせていただ
けば、まず7日に墓に竹で棚を作り１３日の
朝盆棚を作り飾ります。そして昼にダンゴ、
夜に餅を供えます。
１４日は朝墓参りをしてアラヨネをお供え
します。これはあの世で留守番をしているご
先祖様へのお供えです。昼には盆棚にソーメ
ンをお供えします。
１５日は送りですが、夕方に墓へ行き蓮の
葉で包んだお土産をお供えします。トトロの
お土産を想像して頂ければわかりやすいかと
思います。
そして深夜ゆっくりとお送りします。

以上駆け足でお盆のお話をさせていただき
ました。ありがとうございました。

2021-22年度国際ロータリー会長に
インドのシェカール・メータ氏を選出
国際ロータリー会長指名委員会は、カルカッタ-マ
ハナガル・ロータリークラブ（インド、西ベンガル州）所
属のシェカール・メータ氏を2021-22年度国際ロータリ
ー会長に選出しました。対抗候補者がいない場合、同
氏は10月1日に会長ノミニーとして宣言されます。

メータ氏は、現在の会員傾向には課題があり、会員増強
がロータリーの最優先事項となるべきであると述べていま
す。地域的な計画、ローターアクターのロータリークラブ
への移行、多様性と女性会員の増加によって、毎年5パ
ーセントの会員数純増が達成できると確信しています。
「世界の各地域に合った効果的な解決策を模索するた
めに、大規模なブレインストーミングが必要です」とメータ
氏。さらに、地域的な解決策を引き出すためには、各地
域の価値観や文化を念頭に入れるべきとし、「1つのやり
方をすべてに適用することはできない」と話します。
また、ロータリーが新しい地域や国に拡大していくことが
できると考えています。
ロータリーの戦略計画の一部として、クラブが行動計画
を用いることを奨励すると共に、ロータリーの中核的価値
観を強化する計画です。
メータ氏はさらに、政府や企業とのパートナーシップ、ロ
ータリーの重点分野を専門とする組織とのパートナーシ
ップ拡大、テクノロジーへの投資に焦点を当てることで、
ロータリーがより現代化し、適応力を高める必要があると
述べています。
メータ氏は、自身が設立した不動産開発会社「Skyline
Group」の会長で、会計士でもあります。また、カナダを
本拠とする「Operation Eyesight Universal (India)」の
ディレクターも務めています。 災害救援活動に積極的
に参加してきたメータ氏は、シェルターボックス（英国）の
理事です。2004年に発生したインド洋での津波の後、被
災者のための約500戸の家の建設を支援しました。
南アジアで1,500件以上の心臓外科手術を提供したプロ
グラムを立ち上げたメータ氏は、インド全土での識字率
向上をはかる「TEACHﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の創設にもかかわり、こ
のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを通じて何千もの学校に支援を提供しました
。 1984年にロータリーに入会したメータ氏は、RI理事、
複数の委員会の委員および委員長、ゾーンコーディネ
ーター、研修リーダー、ロータリー財団専門家グループメ
ンバー、地区ガバナーを歴任したほか、インド・ロータリ
ー財団の会長を務めています。
超我の奉仕賞、ロータリー財団功労表彰状、特別功労
賞を受賞しており、ラシ夫人と共にメジャードナー、遺贈
友の会の会員です。
(My Rotaryより)

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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