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会 長 佐藤
我等の生業

No. ２１

紛争地域での活動に、その生涯を捧げた一人
の医師の話をさせていただきます。
アフガニスタンやパキスタンで人道支援活
動に長年取り組んでこられた中村哲医師（73）

会員数

27 名

本日の出席率

慎二
真吾

VOL. ５１

チャリティーコンサート

84.62％

本日の出席数
修正出席率

が４日、銃撃されて亡くなりました。

22 名

現地の報道などによると、中村さんは現地

95.83％

時間４日の朝、アフガニスタン東部ナンガル

■本日の欠席者
青木、福村、目黒、宋

ハル州の州都ジャララバードを車で移動中、
何者かに襲われて銃弾を受けました。病院に

■ビジター
栁沼 芳光様（第５G ガバナー補佐 )

運ばれ、いったんは回復に向かいましたが、
容態が悪化し、息を引き取ったそうです。

■米山寄附表彰

中村さんは、福岡県出身で九州大学医学部
卒。NGO「ペシャワール会」（事務局・福岡市）
の現地代表と、ピース・ジャパン・メディカル・
サービスの総院長などを務めていました。
アフガニスタンやパキスタンで 30 年以上に
わたって、医療や農業用水路の建設などに携
わり、その活動が国際的に評価され、2003 年
には「アジアのノーベル賞」とも言われてい
るフィリピンのマグサイサイ賞を受賞。国内
でも、菊池寛賞やイーハトーブ賞などを受賞
されています。今年 10 月には、アフガニスタ

佐藤

ンのガニ大統領から名誉市民証を授与されて

利明会員：第５回マルチプル

■会長報告
皆さんこんにちは。
今日は疾病予防と治療月間に因んで、貧困・
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います。
アフガニスタン大使館は、ホームページに
次のようなコメントを掲載しています。

「中村医師は、アフガニスタンの偉大な友人

11 月 21 日㈭ 18:30 ～横浜ベイシェラトンホ

であり、その生涯をアフガニスタンの国民の

テル & タワーズで開催された「第３回第５グ

生活を変えるために捧げて下さいました。彼

ループ会長幹事会」で、栁沼ガバナー補佐が

の献身と不断の努力により、灌漑システムが

「サンタの贈り物」事業を紹介して下さり、私

改善され、東アフガニスタンの伝統的農業が

から事業の概要や当クラブと岩沼クラブの繋

変わりました。」

がり等ご説明させていただきました。

中村さんは、1984 年にパキスタンでハンセ

その呼び掛けに、横浜瀬谷・横浜田園・新

ン病などの医療支援を開始。アフガニスタン

横浜・横浜港南・横浜南陵・横浜南央の６ク

に活動の場を移し、「飢えや渇きは薬では治せ

ラブが賛同して下さり、支援していただける

ない。100 の診療所よりも１本の用水路が必

事になりました。

要だ。」「診察するうちに、待合室で亡くなる

２）タウンニュース「創立 50 周年記念特集」

貧しい子供の姿を何人も見てきました。大干

掲載について

ばつに襲われ、栄養状態が悪い子供達を救う

先週・先々週とお話しさせていただきまし

には、医療だけでは足りません。用水路を作っ

たタウンニュース「創立 50 周年記念特集」掲

て農業を支援する必要があったのです。
」など

載について、①全面と②全７段の２案を会員

として、水利事業や農業支援に力を入れてい

の皆様にお諮りした結果、①全面案でご承認

ました。

をいただきました。早速、公共イメージ委員

アフガニスタン東部で「マルワリード用水

会を中心に進めさせていただきます。

路」の建設に 03 年に着手。建設資材の不足

３）今日の卓話

などに悩まされながらも、全長 25 ㎞超の用水

今日は、柳沢さんの職業卓話で、「銀行業界

路を 10 年に完成させました。「緑の大地計画」

の状況について」です。現在の低金利時代、

としてさらに農地を復活させるべく、活動を

銀行はどのようにして収益を上げているの

続けていたところでした。

か？今後の動向は？金融のプロフェッショナ

70 歳を超え、体調も万全ではなかったよう

ルである柳沢さんのマル得な情報を期待して

ですが、最後まで自ら現地で動くことにこだ

います。それではよろしくお願いします。

わった中村さん。その高い志や思想は、ロー

■栁沼ガバナー補佐よりご挨拶

タリーの奉仕の理念そのものです。
中村さんの活動・功績に敬意を表するとと
もに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
〇地区関係
１）2022-23 年度ガバナーノミニー候補者推
薦について
2022-23 年度国際ロータリー第 2590 地区ガバ
ナーノミニー候補者の推薦依頼が来ておりま
す。

＜推薦にあたり＞

・推薦は、候補者を推薦するクラブの例会で
採択された決議という形式で、文書により

本日は年末のご挨拶に伺いました。この一

提出する事

年間いかがでしたか？私はこの半年間で思い

・クラブは、自クラブに所属する会員を１名

出に残ることがいくつかあります。

だけガバナーノミニーに推薦できる

①新横浜 RC の卓話で柿沼アナウンサーから

〇クラブ関係

伺ったマイクの持ち方

１）岩沼 RC「サンタの贈り物」事業について

②地区大会のハプニング
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③どこに行っても挨拶・乾杯があり場合によっ

増田嘉一郎／①柳沼ガバナー補佐、ようこそ。

ては原稿が必要。

今月が終わると後半年、頑張って下さい。②

④出来るだけゆっくりとしゃべるといいよ！

米山奨学生の年末パーティで当クラブや鶴峰

との事です。

の元奨学生から挨拶を受けました。皆さん、
元気で出席を楽しんでおられました。

又、今日を含め旭 RC には６日伺ったような
気がします。来年 1/29 の周年事業、引継ぎ、

兵藤

哲夫／①本日、これから横浜銀行希望

そして御礼の挨拶の３日ですが、呼ばれれば

が丘支店でペット保険のお話の前座をつとめ

うかがいますのでお声がけして下さい。来年

てまいります。②栁沼ガバナー補佐、ようこそ。

４月下旬か５月上旬に８クラブ合同例会を開

倉本

宏昭／①栁沼ガバナー補佐ようこそ。

催することになりました。旭の五十嵐会員の

②今日の卓話、柳沢さん楽しみですが、もう

協力のもと、前半は卓話、後半は次年度を据

ちょっと預金金利上げてよ～！！。

えてテーブルディスカッションを行う予定で

斎藤

すので、御参加の程お願い致します。

②柳沢さん、卓話楽しみです。
岡田

残り半年間、前向きに努めますので今後と

隆／①柳沢さん、本日の卓話よろし

くお願いします。②すみません、クリスマス会、

も宜しくお願い致します。
■クラブ運営委員会

善孝／①柳沼ガバナー補佐ようこそ。

北澤

所用で欠席します。

正浩

太田

来週 12/14 ㈯ 18 時よりポートヒル横浜でク

勝典／①栁沼ガバナー補佐ようこそ。

リスマス家族親睦会が開催されます。ご参加

②柳沢さん、卓話楽しみです。今日は柳デー

される方々、よろしくお願い致します。クラ

です。

ブ管理運営委員でお手伝いして頂ける方は１

五十嵐

時間前に集合してください。

は丸森町サンタ事業にご協力して頂きまして

■チャリティーコンサート部会

新川

正／①柳沼ガバナー補佐様、この度

有難うございました。②柳沢さん、卓話楽し

尚

みにしております。

2020 年 1/19 ㈰午後１時から、第９回横浜
旭ロータリークラブチャリティーコンサート

佐藤

利明／①柳沼ガバナー補佐ご苦労様で

が開催されます。今回は岩沼から震災の語り

す。②柳沢さん、卓話よろしく。

部を呼んでおりますので、是非ご来場下さい。

内田

皆様のご理解、ご協力をお願いします。

です。宜しくお願い致します。②柳沼様、よ

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

うこそ。ご苦労様です。

栁沼芳光様 ( 第 5G ガバナー補佐 ) ／皆さんこ

佐藤

んにちは、本日は年末のご挨拶に伺いました。

そいらっしゃいました②柳沢さん、お話楽し

楽しい一年間でしたか。来年もよい年であり

みにしております。
■卓話

ますように！
佐藤

真吾／①柳沼第５グループガバナー補

佐をお迎えして。ご指導よろしくお願い致し
ます。②柳沢さん、卓話宜しくお願い致します。
大川

伸一／①栁沼ガバナー補佐さま、よう

こそお出でくださいました。②柳沢さん、本
日の卓話をよろしくお願いします。
安藤

公一／①柳沢さん、卓話宜しくお願い

します。②柳沼ガバナー、ようこそ。本年は色々
とお世話になりました。来年も宜しくお願い
致します。
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敏／①柳沢さん、本日の卓話楽しみ

二郎／①柳沼ガバナー補佐様、ようこ

銀行業界の状況

柳沢

哲也

■埋め草
・なぜ消える
・腹八分

メガネと鍵のミステリー

・味のある

残した二分で

■次週の卓話
12/25 ㈬ 本多志野様
週報担当

薬飲む

字とほめられた

手の震え
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安藤

公一

