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第 1193 回
2016 年 9 月 27 日（火）曇り

第 11 回

〜 基本的教育と識字率向上月間／ロータリーの友月間 〜
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それでこそロータリー
会員 55 名（出席率算入人数 49 名）
出席 41 名 出席率 83.67％
前々回補填率 80.00％（9 月 10 日分）
中部名古屋みらい RC

ポカレル・パラス・マニさん

副会長あいさつ


副会長 朝比美和子さん
皆さま、こんばんは。本日は、
木下会長の代理として、僭越では
ございますが、先日とても感動し
た事をお話させていただきます。
9月10日、地区補助金事業とし
て、フットサルが開催されました
事、既に三島社会奉仕委員長さん
からもご報告があった事ですが、
猪村さんのナゴヤギアさんのグラウンドをお借りし
て中央有鄰学院、名古屋養育院などの児童64名、名
南RC24名が参加しました。
なんと、名古屋オーシャンズという有名なチーム
の選手が来てくださり、このサプライズに子供たち
は大喜びでした。アスリートのあの肉体を真近で見
るのは初めてでしたので、私の方が大喜びだったか
もしれません。10数名いらした中でも、田村研人さ
んという選手、とても素敵でした。私は帰りに握手し
ました。これも猪村さんのご尽力のお陰でございま
す。本当に有難うございました。
恥ずかしながら、この地区にアジアで10年間、ナ
ンバー1という素晴らしいチームがある事すら存じ
ておりませんでした。そんな方々がお越しいただけ
たのも、やはり人類に奉仕するロータリーの活動な
らばという事だったのでしょう。その時私は、本当
にロータリアンで良かったと誇らしく嬉しく思いま
した。引き続き大きなイベントを抱えております。
どうか皆さま、ご協力宜しくお願い致します。
今年はロータリー財団100周年でございます。
ロータリー月間には、是非、会員の皆さまには、ご
奉仕をお願い致します。以上をご挨拶とさせていた
だきます。有難うございました。

2016-17年度 国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム
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幹事 細井 俊男さん
1. ワールドふれ愛フェスタのチケットが出席袋に
入っております。これは、10月18日（火）の例会
変更でございますが、参加されない場合でも、
メーキャップの必要はございません。参加されな
い方は、チケットを事務局へお戻しいただける
と、行かれる方が効率よくお使いいただけると思
いますので、お願い致します。
2. 次回10月4日（火）は、10月の理事会を、17時半
から17階パインの間で行いますので、宜しくお願
い致します。
3. ロータリー希望の風奨学金支援のご寄付をお願い
したいと思います。今週と来週、箱を回しますの
で、ご寄付の方を宜しくお願い致します。

ニコボックス
◆

国際奉仕委員会担当卓話として、中部名古屋みらい
RCのポカレル・パラス・マニさんをお迎えして。

伊藤 圭一さん
細井 俊男さん
吉木 邦男さん
中村
勝さん
大橋さなえさん
犬飼りさ枝さん
三島多恵子さん
長尾 浅吉さん
加藤 英敏さん
鈴木 清詞さん
武藤 正行さん
木村
猛さん
中西 芳子さん
本日合計

新原
尚さん
髙橋
司さん
宮嵜 良一さん
三浦 和人さん
東山 直史さん
森田敏二三さん
本多 利郎さん
大平 明子さん
白藤 憲雄さん
安藤
修さん
小嶌 招啓さん
三浦
隆さん
田中 一雄さん

60,000 円

累計

坂田 信子さん
木下 福郎さん
川辺 清次さん
川瀬
悟さん
鈴井 一博さん
牧野 好弘さん
朝比美和子さん
佐々木元彦さん
小野 雅之さん
久米 伸治さん
杉山 隆秀さん
猪村 美之さん
556,500 円

委 員 会 報 告
■ローターアクト委員会 委員長 加藤 英敏さん
10月22日（土）、23日（日）、ワールドふれ愛
フェスタが開催予定となっております。そこで、バ
ザー販売用の物品提供のお願いです。
今回、インドネシア支援を目的としたバザーを開
催するという事で、沢山ご協賛いただければ有難い
です。この活動は、熱田RACを中心に行っておりま
すので、是非、宜しくお願い致します。

アンチエイジングエクササイズ


中村

勝さん

委員会担当卓話
■国際奉仕委員会
委員長 三浦 和人さん
「ナムステ」というのが、ネパールのこんにち
は、こんばんは等の挨拶です。ナムステというの
は、南無阿弥陀仏と同じで、仏様に帰依するという
意味です。ネパールにはお釈迦様生誕の地もありま
す。そういう点では、日本に1番関係の深い東南ア
ジアの国の1つです。
昨年10月に、ネパールの震災のお見舞いに行きま
して、ポカレルさんに大変お世話になりました。ネ
パールの古いカトマンズRCというは、米山奨学生が
今、会長をやっているというクラブです。そういう
点でも日本と関係が深いクラブの1つです。
ポカレルさんは日本におけるネパール人協会の会
長もやっておられます。日本でビジネスもやってお
られ、日本に奥さんと子供さんもいらっしゃいまし
て、ネパール人のお世話をしながらビジネスをして
いる方です。日本語も堪能です。中部名古屋みらい
RCの会員でもあられ、ロータリー活動を日本で一緒
にやられております。
今日は、ネパールの震災のその後の状況を含め、お
話いただいて、更に、ネパール人として日本をどう見
ているか、という様なお話もいただきたいと思います。
■中部名古屋みらい RC ポカレル・パラス・マニさん
こんばんは。本当はそこまで日本語は上手くあり
ません。日本語の敬語が苦手なので、自分の能力内
の日本語を使いながら30分間頑張ります。
僕は話すのが大好きで、それもロータリーのお
陰です。1996年の時、僕は3人の前で話すのもすご
く恥ずかしくて、緊張してあまり話せませんでし
た。でも1996年、初めてのローターアクトクラブが
ネパールで始まりました。その時僕は副会長をやり
ました。ロータリーであちこちの例会へ行ったりし
て、本当に話せるようになりました。僕もびっくり
しました。それだけで終わりではなくて、僕はラジ
オ、スタジオ、舞台のMCやアンカーとしてネパー
ルでも働きました。それは本当にロータリーのお陰
でできました。僕の名前は、ポカレル･パラス･マニ
と書いてありますが、ポカレルは僕の苗字で、マニ
はミドルネーム、パラスがファーストネームです。
みんなポカレルと言いますが、僕はパラスの方が好
きだからそう呼んでください。
まず、僕は2004年にアメリカのロータリー財団か
ら奨学金をいただいて、東京の国際基督教大学に入
りました。そこで1年勉強をしました。その時はあ
まりびっくりしなかったのですが、1年で300万円位
いただきました。なぜロータリーは僕のために300
万円もと、今はびっくりしています。その分ロータ
リーに恩返ししなければならないですよね。だから
4年前に中部名古屋みらいRCの会員になりました。
1996年にローターアクトに入って、例会に何回も
出て、奨学金をいただいて、東京で勉強して、日本
で就職して2年位働きました。正直、日本の仕事は
つまらなくて、僕は最初から自分でビジネスをやろ
うと考えて、2008年にアジア料理店をオープンし

ました。店舗数を増やしていき、その後、5年前に
サミカトレーディングという新しい会社を立ち上げ
ました。本社が刈谷市にありまして、日本全国のア
ジア向けの店や居酒屋に食材を卸しています。大体
2600店舗位が僕のお客さんです。ちょうど今日も、
大府に新しいお店を開店して、来月には一般のスー
パーを開店する予定です。
僕は全ての事を考えると、やはりどこかでロータ
リーへぶつかります。僕は本当に、このロータリー
ピンが僕の家だと思っています。僕はロータリーが
大好きです。10年前には就職先を探していた僕が、
今は沢山の日本人を雇ってここまでなっているの
は、全てロータリーのお陰です。なんでロータリー
に入るかというと、自分のスキルを広げるのにロー
タリーはとても大事です。
カトマンズRCはネパールで1番古いクラブです。
50～60年前の王様がRCに寄付して、自分でクラブ
を作りました。今は18階建てのロータリープラザを
作っていますが、本当に大きいクラブになりまし
た。会員もネパールのエリートばかりです。
僕はローターアクトとしてそこに行きました。そ
こでその社長の話し方、やり方、スーツの着方、食
べ方を勉強しました。僕は、好きな所は本当に真似
をしたいのです。それは僕の趣味みたいなもので
す。また、僕は行く前に必ず検索をします。仕事で
色々な国へ行きますが、ホテルの近くのロータリー
を検索して、事前に例会に参加したいとEメールを
すると、是非にと返事が返ってきます。ですから、
どこへ行っても必ず1度は現地の例会に出席します。
来年、アメリカのアトランタでロータリー国際
大会があります。大会も大好きなので、大阪の大会
や、2009年イギリスのバーミンガムの大会も、2010
年アメリカの大会も行きました。来年のアトランタ
の大会も家族を連れて行く事になっています。そう
いう形でロータリーが好きになって、ロータリーの
活動もやっております。
次に、ネパールの震災の話をします。去年、三浦
先生をはじめ4人でネパールへ行きました。当時よ
り少しは落ち着いてきましたが、まだ今も困ってい
る事もあります。こちらの地区のロータリーから大
体400万円位の寄付をネパールの地区へ寄付をしま
した。また、当時、ちょうど僕は在日ネパール人協
会の会長をしていました。日本全国に大体6万人位
のネパール人がいます。日本全国で1,200の会社を
ネパール人が持っています。その時、募金や寄付で
6,000万円位をネパールへ送りました。
ネパール人協会というのが、全世界の74カ国にあ
ります。僕は日本の会長で、選挙に勝って、今国際
になりました。国際在住ネパール人協会が寄付した
お金で、1,000戸の建物を来月から造り始めます。個
人で寄付をしている人も結構いらっしゃいます。
僕も仲良くしてもらっている、有名なコメディア
ンの夫婦は、4ヶ月の赤ちゃんを家に置いて寄付を
募り、実際に2人で現地へ行き、30戸位家を建てま
した。しかし、そこにはガスが無く、非常に困って
いました。その夫婦からそれを聞いて、ガスコンロ
を三浦先生たちと持っていきました。その夫婦は全
部で65戸の家を建てました。新聞でも、『夫婦が建
てて、なぜ国は何もしないのか。彼が首相になるべ
きだ』と取り上げられています。

恥ずかしい話ですが、国は少しのんびりしている
と思います。お金を沢山いただいているのですが、
余り動いていない。動かし方が分からない。なぜな
ら国はこのような地震があるとは思っていませんで
したから。例えば、カトマンズでは、震災前はいく
つ病院が必要で、先生が何人必要か分かっていませ
んでした。薬も全然ありませんでした。ですから、
先生1人で20人を診なければならなくて、非常に大
変な状況でした。今は少し落ち着きました。国は今
になって、就職やフリーローン等で、震災を受けた
人たちに支援をしています。しかし、まだ屋根が壊
れて無い所もあります。テントみたいな所で風が吹
くと本当に大変です。仕事も無い、土地も無い、食
べ物も無い所もまだ結構あります。それが、一番今
困っている事です。
ロータリーの話に戻りますが、僕は名南RCへは5
～6回来ています。僕は、ネパールのカトマンズRC
と名南RCの交流ができれば良いなと思います。例え
ば、3日間で8～10人位が向こうからこちらへ来て、
こちらからは向こうへ行ってという様な形で。向こ
うのロータリーアクティビティーとこちらのロータ
リーアクティビティーの違いを経験する事は、結構
役に立つと思います。日本のローターアクトは余り
動いていない印象ですが、向こうのローターアクト
は結構動いています。3～4日間でも、時間があれば
お互い行き来して国際的な交流もできて良いと思い
ます。
2001年時のネパールの地区は、インドの地区とネ
パールの地区がありました。インドのカルカッタと
ネパールの全地区を合わせて3290地区でした。6年
前に独立をしまして、今は3292地区となり、ブー
タンのクラブとネパールの全地区を合わせて1つの
地区になりました。今年は地区大会をブータンでや
る事になっています。また、僕は前にGSEの経験も
あります。5人日本からインドへ行って、インドか
ら4人とネパールから僕1人が選ばれて日本へ来ま
した。2750地区のGSEということで4週間過ごし、
ネパールへ戻りました。
皆さまも、ロータリーの事を好きだと思いますが、
正直誰よりも僕がロータリーの事が大好きだと思っ
ています。だから、外国で家族をホテルに置いても、
1時間でもロータリーに出てきます。これは、僕の
ロータリーに対する気持ちです。ロータリーは自分
の家です。そんなロータリー活動をしています。
色々と話しましたが、僕の会社は刈谷市にありま
すので、近くを通ったら声を掛けてください。5分
だけでも寄って紅茶でも飲んでいただけたら本当に
嬉しいです。僕の電話は24時間いつでも大丈夫で
す。本日はありがとうございました。

第 1195 回例会（10 月 11 日）のご案内
職場例会

