三春日部地区浦高会『喫茶去』

礎は動くか、揺るぐか？
●平成２３年度・春日部地区浦高会総会
昨４日(日)の午後４時３０分から、だん家春日部
店３階で春日部地区浦高会の平成２３年度総会が開
かれました。創立以来今回が１１回目の総会、３２
人の会員が出席し、平成２２年度事業報告など５つ
の議案すべてに承認をいただくことができました。
今回は、総会と懇親会の進行役を３６期(昭和５９
年卒業)の由木 智さんに務めていただきました。最
初に三輪 昭彦会長(１５期 、写真①)からご挨拶です。
「皆さん、こんにちは。３
月１１日に東日本大震災が
起こり、日本全体が大きな
混乱の中でもうすぐ半年が
過ぎようとしております。
国政では野田内閣が誕生し
ましたが、現状の混乱を一
日も早く沈静化していただ
き、将来に夢の持てる時代
を切り拓いていただきたい
と思います。さて、これか
ら１１回目の総会を開催さ
せていただきますが、昨年度は創立１０周年記念の
“春日部麗しの杜づくり”事業をスタートさせてい
ただきました。この事業も１０月に植樹祭、今年１
月には野鳥観察会、７月に樹名板の取り付けと順調
に推移しております。これも幹事さん達のお陰と感
謝いたします。本日も、そうした事業報告のほか、
今年度もさまざまな事業が予定されておりますので、
皆様の慎重審議の上で、ご承認賜れればと存じます。
」
そして議事に入りました。昨年９月５日の総会、
１０月３１日の春日部麗しの杜づくり植樹祭、１１
月６日の第１６回ゴルフコンペ(大平台カントリー
クラブ)、１１月１４日の浦高百年の森づくり間伐な
ど１４の事業報告がありました。収支報告では、昨
年度は埼玉県のみどりの埼玉づくり県民提案事業補
助金５５万円などの収入を得て１６６万９,８６６
円の歳入と同額の歳出が提案されました。また“春
日部麗しの杜づくり事業積立金”が設けられ、３０
万円が積み立てられ、毎年３万円ずつの補植を行っ
ていくことが報告されました。監査意見では、鈴木
剛監事(２８期)から会計が適正であることが報告さ
れました。
続いて、２３年度の事業計画案では、この日の総
会、２月の賀詞交換会のほか、２回のゴルフコンペ、
３回ずつの春日部麗しの杜づくり事業、浦高百年の
森づくり事業への参加、本部同窓会との関係では、
地域職域同窓会責任者会議や本部同窓会総会への出
席などが提案されました。予算案では７０万円の収
入と支出、さらに２７万円の積立金の使途が提案さ
れました。特に今回の会費から１千円分を東日本大
震災の義援金として供出することも提案されました。
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役員改選
も含め５つ
の議案すべ
てが承認さ
れました。
【写真②：会計
報告の牛久保
さん(右)と議長
の三輪会長】

＊
総会に続いて会員スピーチです。今回は１３期の
石塚 勝巳さんから「アジア教育友好協会(ＡＥＦＡ)」
の活動について報告をいただきました。
「本日は、皆さんに私が所属しているアジア教育友
好協会の活動についてお話をさせていただきます。

アジア教育友好協会(ＡＥＦＡ)は、学校建設事業
と国際交流事業
の２つの事業を
推進しています。
学校建設事業で
は、ベトナムな
どのインドシナ
半島の少数民族
のために、年間
１億円程度の予
算で、学校は１
校あたり３００
～５００万円で
すので年間２０
校程度の学校を
作っています。
また、学校建設
だけでなく、村
の人々による学校運営委員会を作ってもらい自分た
ちで学校を運営してもらい、自分たちで成長させる
ような支援も行っています。学校を作るまでは日本
からの支援金で行い、その後は地域住民の支援プロ
ジェクトも作り、家畜の飼育や野菜の栽培などでお
金を稼ぎ、消耗品をそろえたり、修繕ができるよう
になるための仕組みを作り上げます。

私たちの活動は学校建設だけではなく、国際交流
の目的もあり、日本の子ども達と交流することも行
っています。一つの事例としては、日本の子ども達
が書いた手紙を英語に翻訳し、さらにそれを現地の
言葉に翻訳する NGO が仲立ちしたり、現地で織っ
た布を日本に持ってきて売って資金にしたりとさま
ざまな活動を通じて、現地と日本の国際交流を推進
しています。
私がこうした活動に参加するきっかけは、日本財
団との関わりだったのですが、ラオスのことを勉強
してみると、人口は約６００万人、そのうち４００
万人がマオ族で、それ以外に山岳民族を中心として
５０の部族が暮らしているのです。学校に行かない
とラオスの共通語が学べない、同じ国内で言葉が通
じないという状況にあるのですね。電気もなく、濁
った水を飲み、貧しい暮ら
しをしている人たちが多
いところで、学校に行きた
いという気持ちは多くの
人たちが抱いているので
す。村に学校を作るという
と１００人くらいの子ど
も達や青年が集まってく
るのです。
日本から行った教員が、
貧しい子ども達でも目が
輝いているというのです。
そんなことを日本
の子ども達に伝え
ていくことも必要
だと思っています。
学校建設の状況
などを紹介する
DVD を用意いた
しましたので見て
いただきたいと思
います。」 【写真③
④⑤は日本財団 HP より、写真⑥⑦は講演者の石塚さん】

＊
【学校建設の流れ】１．現地からの依頼
パートナーである
各国現地 NGO からの
建設依頼を受け、
AEFA スタッフが実際
に現地に赴き、実態
調査を行います。
２．建設地の決定
村民集会等を通して
確認された地域住民の
教育への熱意、理解、
期待される村民の協力
などを前提に、建設地
が決定されます。
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３．学校運営委員会の設置
現地 NGO パートナ
ーは、建設地の学校運
営委員会を設置しま
す。村長・校長(担当
教師)・保護者代表・
村の青年代表・NGO ス
タッフが委員会の中
心 に な り 計 画 を 立て
ます。
４．着工式
地元政府の許可が
下り、建設会社あるい
は 大 工 の 棟 梁 が 決ま
り、諸条件が整った時
点で、着工式です。
５：建設
学校運営委員会の立
てた計画に従い、村民
の協力を得て、建設が
始まります。通常、3
～5 教室・トイレ・教
員室などが作られます。
６．学校の完成
学校は村の中心に
なり、集会所を兼ねる
場合もあります。必要
に応じて幼稚園や、遠
くから通う子どもの
ための寮を併設した
り、井戸を掘ったり、
その地域のニーズに合わせた学校が完成します。
７．開校式
時には日本から支援者の方も参加して、盛大に開
校式が行われます。子どもたちの瞳が輝きます。
８．自立支援プロジェクトの立ち上げ
学校の運営･維持
に必要な費用を賄う
ため、豚や鶏、牛の
飼育、学校菜園など、
地域住民の自立支援
プロジェクトを立ち
上げます。
９．交流開始
新しい学校ができ、
交 流スペー スも作ら
れ、日本の学校との交
流が始まります。
10．定期的視察
活動を通じて、学校
の運営状況も確認し、
学校に問題があれば、
一緒に考えていきます。【日本財団ＨＰより】

本来であればＤＶＤで皆さんに見ていただくこと
ができたのでしょうが‥。ノートパソコンしか用意
できず、全員に概要をみていただくことができませ
んでした。石塚さんご免なさい！ ｍ(_ _)ｍ
ここで質問タイム。今成 英明さん(１４期)から。
Ｑ．
「どこの学校にどうお金を使うのかを決めるのは
誰ですか？」
Ａ．
「ＡＥＦＡがラオスなどの国の教育局と話し合い
をもって決めています。」
Ｑ．
「ＡＥＦＡ
全体では、ど
の程度のお金
が動いている
のですか？」
Ａ．
「日本財団
が持っている
資金は２００
億円程度でし
ょうか？ そ
れを１００人程度のスタッフで動かしているので、
細かいところまでの目配りはできないのではないか
と思います。
」
＊
●ご来賓からのご祝辞を
約３５分の会員スピーチが終わり、ここで浦和高
等学校同窓会の川野 幸夫会長(１３期)からご祝辞
を頂戴しました。
「本日は、春日部地区浦高会の総会にお招きいただ
き、途中、石塚様の会員スピーチからの参加となり
ましたが、総会が無事に終了されたとのことお喜び
申し上げます。
９月の第一日曜日は、西部浦高会とも重なり、西
部は私の所属している地域同窓会のため、そちらに
先に出席してから、こちらに来るため遅れてしまい
申し訳ございません。さて、先ほどは世界の子ども
達に学校を作るというお話でしたが、世界ではヨー
ロッパでギリシャを発端としてソブリンリスクが囁
かれ、アメリカ国債でもと言われておりますが、私
は現在の日本の方がソブリンリスクが大きいのでは
ないかと心配しております。ぜひ野田首相にはがん
ばっていただきたいと思います。
さて、今回の震災では
“想定外”という言葉がよ
く聞かれましたが、日本で
は人口減少以外のことは
すべて想定外のことでは
ないでしょうか。世の中は
それほど大きく変わって
いるのです。
こんな時に大切なこと
は、国においても企業にお
いてもリーダーシップの
しっかりととれるリーダ
ーの存在だと思います。
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毎年のように総理が替わるというのは、この国に
リーダーがいないということであると思います。
そんな中で、我が浦高は何とかリーダーたる人材
を育成しく学校でありたいと、関根校長が心強い言
葉を述べていらっしゃいます。同窓会としても全面
的に応援していきたいと思います。
特に、春日部地区浦高会の活動は、非常に高い評
価を受けており、大きく発展していただきたいと思
っております。結びにな
りましたが、春日部地区
浦高会のますますのご
発展と、皆様方のご健勝
をお祈りいたしまして
お祝いの言葉とさせて
いただきます。本日は、
おめでとうございます。
」
ここで、“浦高百年の
森づくり事業”に対して
ささやかですが、寄付を
させていただきました。【写真⑱：川野同窓会会長(右)
へ寄付金を渡す三輪春日部地区浦高会会長】

＊
●新会員、竹内 透さん(４４期、３８歳)です！
「今回から参加させていた
だきます竹内 透と申します。
１１年間、進学塾のサラリー
マン講師をしておりました
が、現在は自宅のある豊春で
社会保険労務士を開業して
おります。今後ともよろしく
お願いいたします。」実にフ
レッシュで嬉しいことです。
＊
●校歌斉唱！
副会長の鳥井 隆一郎さん(１１期)から。
「校歌の初めのところで“校舎の礎動きなき‥”と
いう部分がありますが、これを“揺るぎなき‥”と
歌ったという人たちがおられ、論争になっています。
皆さんはどう歌っ
たでしょうか‥？」
と、２０年～６０年
近く前のことを思
い出すことになり
ました。その結果、
何人かの方々は“揺
るぎなき”と‥。で
も、本部の小畠 正徳
事務局長(１４期)か
ら「いろいろと調べ
ましたが、
“動きなき”
でした。
」とのことで
した。最後に校歌斉
唱でめでたく閉じま
した。

