
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：ジョン F.ジャーム 
第 2550 地区ガバナー：栃木  秀麿 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：毎週水曜日 12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第２７３８回 村山年度 第 4 回 会報 2016 7-27 司会 石山 桂子君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤讓治君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 7月27日 38(5) 32(2) 6(3) 91.4% * 

前回  7月20日 38(5) 32(4) 6(1) 86.5% 5人 100% 

 大田原ロータリークラブ 
直前国際奉仕委員長 橋本 洋 様 

 ネパールより 
ヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ様 

道にありますように、ご譲位のご意向報道の
直後ということで、いつもより多くの報道陣
が詰めかけておりました。私も、今までお写
真を撮るなどということは、大変非礼に思え
控えておりましたが、今回は心の中で最敬礼
しながら、ムーヴィーを撮らせていただきま
した。そして、いつも感じることですが、天
皇皇后両陛下の静謐で品格のあるたたずまい
に、身が引き締まる思いでした。 

 皆様、今日は。7月も残り僅かとなりますが、
一昨日、天皇皇后両陛下がご静養のため那須
御用邸に行幸啓されました。私は、那須塩原
市駅前広場運営協議会及び県北地区タクシー
協議会長として、毎回お出迎えとお見送りを
させていただいております。今回は、新聞報 

 皆様もご存じかとは思いますが、天皇皇后
両陛下をはじめ、皇室の方々の警護のことを
警衛といいます。そして、天皇皇后両陛下の
お出迎えを行幸啓、お見送りを行還啓といい
ます。いずれも、那須塩原駅には栃木県知事、
栃木県議会議長、那須塩原市長、那須塩原議
会議長、那須塩原駅長がお出迎えし、一人ひ
とり歓迎のご挨拶をなさるそうです。一方、
那須御用邸には那須町町長、議長、那須塩原
警察署長がご到着をお待ちしているとのこと
です。この警衛ですが、栃木県警察本部と皇
宮警察の共同作業で展開される訳ですが、那
須塩原駅から那須御用邸の経路の全ての交差
点等に要員が配置されます。空からはヘリコ
プターで警護いたします。そして、経路の側
道等の植木の剪定、道路標識、ガードレール 
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などあらゆるものが点検整備されます。 
 天皇皇后両陛下の毎年の那須ご静養は、当
地の観光産業に多大な恩恵をもたらすばかり
でなく、文化的には歴史の浅い当地域にとっ
て、将来とも欠くことができない象徴だと考
えております。 
 話は変わりますが、いま話題のポケモンGO
について、私はスマホを持っておりませんの
で経験しておりませんが、報道では集客ツー
ルとして画期的であり、いわゆるコマーシャ
ルのあり方を根底から覆すと言われておりま
す。ヴァーチャル映像を地図情報の上に被せ、
リアルの世界で探し出し、トレーニングを施
し対戦、成長させるゲームです。 
 この探し出す場所が肝です。あるお店にレ
アなモンスターを出現させると、それが伝わ
り、ゲームプレーヤーが集まる。そうすると、
そのお店の商品が売れる。こういう仕組みの
ようです。そんな中で、いち早く鳥取県が鳥
取砂丘をステージにすることを宣言いたしま
した。このように、このゲームは単なる娯楽
ではなく、商業の販売促進ツールになり、ア
イデア次第では、とんでもない可能性を秘め
ていると思われます。 
 以上、私の嗜好に近い話題をお話しさせて
いただきました。 
 本日は、本来ですと青少年奉仕委員会と国
際奉仕委員会の事業計画説明でございました
が、先ほどご紹介しましたネパール：パタン
ロータリークラブPGのBijay Bajracharya 
様の卓話に変更させていただきます。 

 村山年度第４回幹事報告を致します。 
 ロータリー財団地区補助金支給決定通知を

頂きました。金額は219,300円となります。
8月27日(土)13:00より宇都宮グランドホテ
ルにて説明会が開催されます。案内を秋間
忍ロータリー財団委員長にお渡しいたしま
した。 

 

 8月のロータリーレートは＄１=102円となり
ます。 

 1月にご逝去されました齋藤武久会員の新盆
ですが、8月14日.15日と神葬祭でお盆をお
迎えするとの事でしたので、お知らせいた
します。 

 「栃木いのちの電話」より会報が届いてお
ります。例会中に回覧いたします。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 黒磯ロータリークラブ創立５５周年 
実行委員会委員長 鈴木久雄 君 

 黒磯ロータリークラブ創立５５周年実行委
員会より報告させていただきます。 
 全員参加の意義ある簡素な創立５５周年 

バナーの交換 

ヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ様 

米山カウンセラー委嘱の伝達式 

 秋間 忍 新米山記念奨学会カウンセラー 
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村山  茂 君 大田原RC橋本洋様、並びに
ヴァジャラァジャ .アジャリ .ビ
ジィ様ようこそ、黒磯クラブ
へ 

植竹一裕 君 まさに本日誕生日です。有 
難うございます。 
 

藤崎善隆 君 来週長男が誕生日を迎え4歳
になります。おかげさまで
元気に成長しております。 

卓話者紹介 
大田原ロータリークラブ 
直前国際奉仕委員長 橋本 洋 様 

津久井誠二君 

記念式典を会員の方々の御協力により経費を
最小限にとどめることが出来ました、心より
感謝申し上げます有難う御座いました。 
 なお、収支報告書を末尾に記載しましたの
でご参照ください。  

 サンテバンとは日本語で「平和の森」とい
うようです。個人の慈善ボランティア集団、
ヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ氏が私財を投じ
て7年前に始めた慈善奉仕活動で、最初は家族
の協力のもとにはじめたが、暫時その輸が広
まり現在550人の会員がいるが、その大半は女
性であり大学生の会員もいる。 
 彼は仏教徒でもあるので、仏像をサンテバ
ンのシンボルとして、第1号はカトマンズ郊外
の自分の土地に、2号は釈迦の誕生地のルンビ
ニーに、3つ目はチベット街道のドデキュアル
と、現在３箇所が出来、ヒンズー教、キリス
ト教イスラムなど宗教を超越した団体である。
ヨガ、診療所などの文化医療活動、そして学
習塾を併設して貧困家庭の子供たちへの給食、
学習を行っている。 
 これら貧困家庭では、まだまだ学校に行け
ない子供も多く、1日1食の食事も取れない子
供もいる。給食は主にコメ、雑穀にジャガイ
モなどの入ったものにカレーをつけたものだ
が、「しっかり食べさせてあげる」のを基本
として、そのあとに学習塾を開いて現在100名
ほどを教えている。「腹が減つては戦になら
ぬ」 の喩えどおり先ず空腹を癒すことだとい
う。毎週土曜日には300人の子供たちに給食し
ているが年間約2,000食、1食日本内で100円近
くかかるというからかなりの金額になる。塾
の先生や給食の炊事は80人のボランティアで
おこなっている。 
 インド国境に近い釈迦の誕生地であるルン
ビニーには、ヨガ道場や瞑想堂、最近小さな
病院ができ地域の利用者も多く、この種の施
設は初めてなので大変よろこばれている。病
院は出来たばかりなのでいろいろな問題があ
り、資金や医療器具などの支援が必要なのか
もしれない。 
 植林も始まって現在300本ほど植えたが、乾
燥時期は潅水などの手入れも大変だが、ボラ
ンティアの人たちが張り切っているので、こ
れも先行き期待している。 
 また政府も、このサンテバン計画に関心を
しめし税金優遇策などで対応してくれている。
賛同するものが年々増加し、会員やボラン
ティア、寄付者も多くなってきている。 
 ネパールはこの5月、王政から共和制に移行
した。この10年間は内戦状態にあって国民も
苦労を強いられてきた。これから疲弊した国
の復興に向けて邁進しようとしているが、先
ず最小限食べることから始めなくてはならな
い、飢餓状態では学校どころではなく、これ
から新生ネパールを背負ってゆく子供たちの
ために考える最重要問題だとしている。 
 ヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ氏はカトマン
ズで宝石商を営んでいるが、海外にも広く商 
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域を持つ老舗の4代目の当主で、カトマンズ
きっての資産家でもあり、政財界や海外にも
人脈がおおく日本にも年数回商用で訪れる。
国際交流活動などで大田原にも何回か来てい
る。大変気さくで朗らか、ほのぼのと暖かさ
を感じさせてくれる人物である。 
 アジャリ姓を持ちブッタとの関係は深いら
しく、10年ほど前ルンビニーがシャカの誕生
の地として世界が認証した。その際におこな
われた第1回仏教サミットで、ネパール国文化
大臣が会長となり大きなイベントがおこなわ
れた。彼はそのときの実行委員長を若干40歳
で務めた人物で、人柄、信用ともに問題なく、
私との付合い14年の中で更なる信頼感が培わ
れたと思っている。ちなみに彼は、カトマン
ズロータリークラブのチャーターメンバーで
あるが、現在は「サンテバン」に忙しく積極
的な活動は出来ないでいる。 
 大田原国際交流会が13年前、ネパールに小
学校建設をお手伝いしたさい、私たち会員の
熱心な活動などを見るにつけ、自分たちこそ
「自国の問題だと」再認識して、この活動を
発展させる力になったという。 
 なお、大田原国際交流会が支援するこのウ
クラダラ小学校は、カトマンズ郊外の山の中
腹にあって、3年前中学校も併設したが校舎建
設でも多大の協力をしてきた。13年前、当時
識字率50パーセント以下であったが、現在85
パーセント以上の学童が学んでいる。ちなみ
に支援母体の大田原国際交流会は22年前の
1987年、大田原ロータリークラブが設立した
が、その2年後一般市民に全て移行した。その
ルーツから見て大田原ロータリークラブとは、
きわめて縁のふかい団体である。毎年1国交流
会の主催でスタディーツアーを行なっており、
今まで述べ180名ほどの市民が参加している筈
である。 

ヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ様 

こんにちは私はヴァジャラァジャ.アジャリ.
ビジィです、宜しくお願い致します。 
 私もロータリーに入っていて、色々お世話
とか自分で出来ることは良くしました。所属
するロータリーのチャーターメンバーで多く
の友達がいます。 
 ネパールという処はどういう処か説明しま
す。ネパールは中国とインドの大国に挟まれ
た国であります。大国に挟まれ海がなく難し
い状況になっても逃げる場所がありません。
周りを海に囲まれた日本とは事情が違います。
本当に小さな国で海がなく隣接する大国の政
治が変わればネパールの政治も変わります。
大国に接していますので多種多様な人がおり
色々な言葉があります。分かり合うためには
ボディー・ランゲージ、身振りや手まね、顔
の表情などで相手に意思を伝えることが重要
です。今ネパールの政治状況は混とんとして
います。日本の皆様も今の状況を分かっても
らいたい。 
 世界一高い山エベレストを有し、お釈迦さ
まはヒマラヤ山脈の麓ルンビニーというとこ
ろで生まれました。ルンビニーはカトマンズ
から車で約6時間、飛行機で約30分の場所にあ
ります。ルンビニーは日本人には知名度が低
いかもしれませんが、世界中から多くの平和
を愛する人々が押し寄せる聖地であり世界遺
産認定の観光スポットになっています。 
 ネパールの経済は、農業と観光が中心で米、
小麦、トウモロコシ、ジャガイモ等が、主要
な食用作物である。世界一高い山エベレスト、
お釈迦さまが生まれたルンビニーで観光客は
増えてきていた。しかし、去年の地震で観光
客は少なくなっている。 
 今のネパールの政治は混とんとしており、
今から2か月前マデシ・グループは、政府に対
する抗議行動を行いました。ネパール共産党
毛沢東主義派（マオイスト）は、長年にわ
たって社会の周縁に置かれ続けた先住民族、
ダリットや女性の心理をつかみ組織を拡大し
ている。 
 ネパールは、一人当たりの利用可能水量は
世界でもトップクラスの位置を占め、また、
全世界の総淡水量の約2.7％を保持しながら、
慢性的な水不足に悩まされている。 
 10年に及ぶ政治的混乱、利水計画の決定的
な失敗、および周辺農村から首都カトマンズ
への大規模な人口流入の結果、ネパールの社
会的、経済的に不利な立場の人々にとって、
安全な水の入手はますます困難になってきて
いる。 
 ネパールでは、水力発電がメインの発電方
法です。そのため、ネパール全土を水力発電
で補えず毎日、計画停電あります。 
  

 私は今日の朝、ネパールから羽田に着きま
した。那須塩原市はどういう処かどういう人
が住んでいるか全く分からなかったけど、皆
さんに会ってその心配は消えました。皆さん 
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 大地震に見舞われた現在、多くの建物が倒
壊した。カトマンズのダルバール広場、スワ
ヤンブナート、ダラハラ塔、マナカマナなど
歴史的な建造物や世界遺産の寺院などの多く
が修復不可能な損傷を受けた。ネパールの人
口の約30%にあたる約800万人が被災した。現
在でもテントで生活している人がたくさんい
る。 
 今まで大きな地震はネパールでは発生しな
かった。私も経験がなかった。経験がないの
で初めは爆弾かと思ったが地震だった。地震
の時、私は妻とスーパーマーケットで買い物
をしていた。大きな音がして電気が消えた、
棚にあるほとんどのものが落ちた。地震はネ
パール全域であった。カトマンズ近郊の被害
は甚大でほとんどの家屋は倒壊、多くの人々
が亡くなった。 
 近所でも多くのビルが倒壊、多くの人が亡
くなった。自分はテント暮らしではなかった
が1か月も家には帰れず時々テント、時々車で
生活をした。今現在でもカトマンズ近郊では
家がなくテント暮らしをしている人がたくさ
んいる。 
 そんな中、私が主宰するサンテバンは、治
安、インフラなどすべてが不自由の中いち早
く給食対策など救済活動を講じることが出来
た。サンテバンは主として貧困家庭の子ども
を対象とした「児童給食支援事業」 を推進、
毎週一日一食、恵まれない子供たちに「週一
度満腹感を与えてやりたい」 との思いから、
15年前、家族や知人、友人の賛同協力を得て、
私財を出してはじめたちいさな懇善活動で
あったが、現在協力者がふえその輸が広がっ
ている。 
 地震の3か月後、被害にあった場所をめぐり、
自分の家にある物を困っている人に援助した。
テント暮らしの人は水が全くなく、幸い自宅
には水が豊富にあったので提供した。本当に
困っているものは傘と懐中電灯と分かり大量
に中国から購入し配布した。また、大地震に
遭った妊婦の胎児は、迷信で生まれても良い
ことはないと堕胎や遺棄が多く、迷信である
と説得し回った。 
 もう時間が迫りましたので、是非一度ネ
パールにお越しください、その際にはサンテ
バンを案内します。今日は本当に有難うござ
いました。 

バナー交換正面から 

米山カンセラー委嘱の伝達式 

熱弁振るうヴァジャラァジャ.アジャリ.ビジィ様 
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次回例会  平成 28 年8月3日  担当 職業奉仕・社会奉仕・米山記念奨学会・ロータリー財団 
 
近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 

  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

○7月27日欠席(敬称略) 
遠藤清和・大森貞男・月江寛智 
檜山達郎・深町  彰・戸野俊介 

○前回 7月20日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹・秋間  忍・吉光寺政雄 
田中  徹・藤崎善隆 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 6 
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