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例会日■平成 30 年 9月 27日（木） 会場■割烹八文字屋 開会点鐘■12.：30 2018-19年度 VOL 12 

 

三春 RC テーマ：「、繋げようロータリー、繋がろうロータリー」 

－ ５０年続いたロータリーが１００年続きますように － 

Contents：基本的人権と識字向上プログラム例会 

 

 

 

皆様今日は お忙し

い中、雨で足元のお

悪い中、例会にご出

席いただきまして誠

にありがとうござい

ました。また金沢先 

生と田村ＪＲＣの皆様や田村ＪＣの次年度会

長様にもご出席いただき誠にありがとうござ

います。本日はゲスト卓話として地区奨学生

として南米のコスタリカの国連平和大学で学

ばれた高野清美さんの貴重なお話が聞かれる

機会を皆様と共有できて大変うれしく思いま

す。本年度のテーマの一つロータリーの公共

イメージの向上にも一役買うことにもなるか

とも思います。 

「名月を取ってくれよと泣く子かな」という

句がありますが24日は仲秋の名月でしたが月

も 最早 眺めるより乗り込む時代になって

います。22 日の土曜日はガバナーエレクト開

設パーティに白岩さん、大内さん、増子さんと

で出席してきました。祝宴のオープニング曲

が回る回るよ時代は回るの歌から始まり、友

よめざめよときてトリが愛の賛歌でした。 

本年度ＲＩテーマに沿ったインスピレーショ

ンになろうという流れかと思いました。地震、

台風、洪水、テロと今や世界中で一寸先に何が

おこるかわからない時代ですので そんな世

界の変化を直接体験なさっている高野さんの

ような方の]お話をじかに聞けるというのはま

たとない機会だと思います。 

ＲＣに限らず愛と平和というのは人類の永遠
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のテーマと思います。一緒に考えられたら良

いと思います。本日は有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇増子博保青少年奉仕委員長          

 

田村高校 JRC インターアクト部５名と引率教諭 

金澤先生が例会に参加していただきましたので 

報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇大内富雄県中分区ガバナー補佐        

 

26 日に開催されました県中分区合同例会では大変 

お世話になりました。また、参加して頂いた会員 

の皆様にお礼申し上げます。 

 

◇渡邉宏二クラブ管理委員長          

スマイルの発表 

 

 

幹 事 報 告（なし） 

各委員会報告  

   

 

 

  

 

合計 18,000円 

 
 

田村 JC 次年度理事長鈴木様 
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◇高野 清美さん(コスタリカ国連平和大学留学） 

 

 

 

 

 

 

帰 国 報 告 会 

 

コスタリカは、中央アメリカ南部に位置する共和制国家。北にニカラグア、南東にパナマと国境を

接しており、南は太平洋、北はカリブ海に面している。首都はサンホセである。 

コスタリカとはスペイン語で「豊かな（Rica）海岸（Costa）」の意味である。 

（フリー百科事典より引用） 

治安は、アメリカからの影響をうけているので守られている。「幸福度」が高い。人と争うのは好

きではない。中米の中では安全であるが大麻のにおいがする。夜中歩いていても安全ではあった。

特定の人民に対しての偏見や差別、ひやかしが未だに根強い。経済は、農業がほとんどである。主

にコーヒー農業、乗馬の体験等。物価は高い。米・豆・トルティーヤなどが主に食べられている。 

 

・・・プロフィール・・・ 

昨年３月創価大学文学部を卒業し、８月から今

年の６月までコスタリカの国連平和大学大学

院で平和教育を専攻しました。大学時代はイン

ド デリー大学にて 1 年間哲学と文学を中心に

学ばせていただきました。現在は「インドナガ

ランド州における文化的アイデンティティと

コスモポリタンのための学校教育」について論

文を書いています。今後は主にアジアを中心に

環境教育、平和教育等の分野で活躍し、いずれ

ユネスコで質の高い教育について取り組むの

が夢です。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%A2%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%96%E6%B5%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%82%BB_(%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%AB)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%AA%9E
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閉会点鐘 

 

 

国際ロータリー第２５３０地区 

三春ロータリークラブ 

                                          TEL      FAX     E-mail 

例会場   割烹文字屋    三春町字大町 18-１         62-5757    62-3174  hashimoto@8monjiya.jp 

事務所   〒963-7759      三春町八島台 5-3-9          62-2334    62-2334    rcmiharu@gmail.com 

会 長   石川 和広      三春町字中町 1-1        62-2630    62-2222   dr-kazu@joy.ocn.ne.jp 

幹 事   白岩 良子      三春町字南町 55-3           62-6024    62-6034    yoshiko@fd-const.com 

会 報    渡邉  宏二     三春町字荒町 60           62-2410    62-2410    yamadai@orange.plala.or.jp 

 

国民の識字率は 96％ 教育制度は日本と同じく小学校（6 年）・中学校（3 年）は義務教育であ

る。その後高校、大学。仕事と大学を両立している人が多く大学卒に 7・8 年。 

・・・学んだこと・・・ 

自分の常識と相手の常識とは違うことが前提 

（人それぞれの文化、家族が違う。） 

寛容に受けいれる。 

自分の心に余裕が出来た等々・・。 

 

 

 

mailto:hashimoto@8monjiya.jp
mailto:yamadai@orange.plala.or.jp
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♡石川和広さん 

 高野清美さんをお迎えしてスマイルします。

金澤先生と田村高校 JRC インターアクト部

の皆様、鈴木次年度 JC 理事長鈴木様も例会

出席ありがとうございます。 

♡白岩良子さん 

 高野さん今日は有難うございます。お話聞け

ないのが残念です。これからのご活躍をお祈

りいたします。 

♡増子博保さん 

 高野清美さんようこそ三春 RC においで下さ

いました。お話楽しみにしております。また

JC の鈴木さん、田村高校の JRC インターア

クト部の皆さん三春 RC 例会の出席ありがと

うございます。 

♡橋本紀子さん 

 高野さんお帰りなさい！今日は有難うござ

います。お話楽しみにしています。 

♡渡邉宏二さん 

 高野清美さん！お帰りなさい。お話楽しみに

していました。また、JC次年度理事長鈴木様、

田村高校 JRC インターアクト部の皆様よう

こそ三春 RC へ 

♡大内富雄さん 

 高野さんの来訪を記念してスマイルします。

JRC の皆様もようこそ三春 RC へ 

♡川又暉之さん 

 高野清美さん、田村高校インターアクト部の

皆さんの来訪に感謝して！ 

♡三瓶一壽さん 

 本日は仕事の都合で欠席となります。田村高

校 JRC・IAC 部の皆様、そして金澤先生には

大変お世話になりました。お陰様で絵とうろ

う祭りも実行できました。本当に有難うござ

いました。 

♡佐久間英一さん 

高野さんご帰国報告ありがとう。これからも

頑張って下さい。また、JRC インターアクト

部の皆様,JC 次年度会長の鈴木様ありがとう

ございました。 

合計 18,000円 
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