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第 58巻第 30号 通巻第 2763号 

第 2777回 例会 

2017年（平成 29年）5月１６日 
12:30点鐘 東金商工会議所 4階例会場 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

地区協議会部会報告 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長エレクト 

「我等の生業」 

秋葉 芳秀 幹事 

みつはし 

秋葉 芳秀 会長エレクト 

秋葉 芳秀 幹事 

 

 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長エレクト 
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理事会報告 
報告事項（以下、すべて承認されました） 

①4月 8日茂原ＲＣ創立 60周年記念行事参加者
3名②4月 11日成田空港南ＲＣとの合同例会 
③4月 15日米山奨学生オリエンテーション   
④4月 18日通常例会 卓話:宇野英雄会員（東金
商工会議所専務）⑤4月 21日故大坪成彬氏の告
別式⑥4月 22日第 2790地区協議会参加者 7名
⑦5月 1日北田浩一前会員の歓送会参加者 8名 
これからの予定 
（幹事報告参照。すべて承認されました） 
協議・審議事項 
①ガバナー公式訪問と創立 58周年記念例会
について:承認 

②故大坪成彬会員の後継者の入会について 
承認 

③名誉会員就任要請について:承認 
④東金ＲＣ細則の変更について:承認 

 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 

4月末日から今日に至るまで、祝日週休日が
続き、やっとクラブ例会でお目にかかることに
なりました。4月 22日には幕張で地区協議会が
ありました。すでに次年度の方向に進んでいま

す。不測のないように準備を整えておきたいと
思います。 
個人的にはこの休会の間にはクラブ入会暦が

一番古い大坪成彬会員を始め、近親者の葬儀が
いくつかあり、忙しく過ごしてしまいました。
連休中には元米山奨学生の呂軍君が家族で遊び
に来ました。 

5月に入りました。ツツジが咲き乱れる五月
晴れが続き、端午の節句や八十八夜も過ぎて霜
の降りる心配もなくなりました。そして農家も
忙しく飛び回っております。一方、社会経済状
態、景気の動向にかかるメーデーとか、国家の
政治体制の基本であります憲法記念日、みどり
の日、母の日、こどもの日もありました。日本
の記念日が 5月に集中しております。 
そしてロータリーとしては 5月は「青少年奉

仕月間」として特別月間の指定であります。こ
の指定月間にうまく合わせるように、今日は新
しく米山奨学生としてカン君がお見えになって
います。東金ロータリークラブがホストクラブ
としてお迎えすることになりました。カウンセ
ラー秋葉芳秀会員担当で彼が留学の目的を果た
せるよう、一年間を通じてロジステックス（後
方支援）クラブとしてみんなで一意専心に努め
たいと思います。 
カン君は千葉大学で構造建築の勉強をされて

います。彼がいつの日にか、やがて学問を修め
て故国に帰り、人々のために力をつくして役立
ち、国家・国際社会に貢献されるよう我々は助
力したいものであります。 

 
 
 
 
 
 

第 2776回 例会の記録<5月 9日＞ 
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幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 
○5月 16日例会は地区協議会に参加された方
の各部会の報告をしてもらいます 

○5月 30日東金商工会議所の新しい会頭  
小川秀二さんに卓話をお願いしています 

○6月の第 1例会には河野ガバナー補佐の訪
問の予定です。カン君も来る日ですが、そ
ういう段取りで進めます 

○創立 58周年の記念例会を 9月 5日に、場所
は新千葉カントリークラブを考えておりま
す。9 月 12 日はガバナー公式訪問があり、
東金ビューＲＣと合同例会になります 

○名誉会員について：九十九里町長さんにお
願いしました。これから東金市長さんと山
武市長さんにお願いする予定です。三宅英
雄元会員にもお願いする予定です 

○新しい会員が入りやすい条件整備として、 
入会金と会費を変更します。新入会員は 2
年間、入会金と会費を半額にします 

○2年後には創立 60周年を迎えます。今のク

ラブでは会員増強と退会防止が大きな課題な
ので、会員増強委員会を 2年間のプロジェク
トに位置付け 2年をかけて会員を現在の倍以
上にしたいと考えています。名称はニューメ
ンバーズサービス委員会に変更し、新しい会
員のフォローを中心に行います 
 

委員会報告 
高橋 邦夫 管理運営委員長 
次年度の委員長予定者の方々に、活動計画書

に載せる各委員会の活動計画について 6月 6日
までにご提出いただきたく、お願い致します。 

5月 23日に検討を行うためのクラブ協議会の
時間が用意されていますので、そこで協議をし
ていただければと思います。 
新会員のサービスの委員会や新しい委員会に

ついては、委員長が決まり次第お願いしたいと
思います。 

 
 
 

出席率  ５月９日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１６名 ６４．７０％     １，４００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 
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米山奨学金授与と卓話 

 
米山奨学生 カンさん（右） 

 
初めまして。千葉大学建築学科 4年生の  

カンと申します。カンボジアから参りました。
よろしくお願いいたします。先月、秋葉様から
ご連絡をいただいて、今日、例会に来て自己紹
介をするようにとのメールでした。自分の履歴
書のようにお話したいと思います。 
私は現在は 25歳です。二十歳の時に日本に来

ました。今日は、二十歳前の自分と日本に来て
からの自分について話したいと思います。 
二十歳までは、私はカンボジア大学に通いま

した。カンボジアでは 6人の家族です。父、母、
兄 2人、妹が一人です。父は警察官です。母は
自分の家で小さいコンビニみたいなお店を営業
していました。兄が銀行員、もう一人の兄と妹
は当時学生でした。私はカンボジアにいた時に
毎日 6時半に家を出て学校に行って、夜 9時ご
ろ家に戻りました。その時私は大学に通ってい
ました。工学部が一つ、英語の専門が一つです。
その時工学部と英語の両方を勉強しました。日
本の留学のための試験の勉強もしていました。
日本の留学試験はすべて英語で行いました。運
が良かったので、日本の留学試験に合格しまし
た。その時二十歳でした。 

当時、日本に行くことに悩みがありました。
その時私は大学 3年生でしたが、日本に行くと
高校 2年生になります。日本で 1年間、日本を
勉強して高専の 3年生に入るのです。カンボジ
アで勉強を続ければ大学 3年生ですが、日本で
は高校 3年生です。結果として自分の目標を達
成するために日本に来ることにしました。 

 
二十歳になってから日本に来て、日本語の学

校に 1年間通いました。日本語学校は寮で生活
します。それまでは母が料理をしてくれたり、
掃除をしてくれましたが、日本では自分で毎日
ごはんを作り、掃除や洗濯もすべて自分でやり
ました。自分で生活を管理します。 
日本語学校では日本語だけでなく、いろいろ

なことを学びました。国際交流もその一つです。
日本に来る前に、中国やモンゴルや韓国の人た
ちと出会いました。日本に来てからは、いろん
なことを学びました。異文化がたくさんある中
で、相手の人を性格が悪い人だと思っていまし
たが、これは国の文化の違いなんだと分かりま
した。この点を理解してから、みんなと仲良く
なりました。 
日本語の学校で、カンボジアの教育と全然違

うところがありました。先生方が私たちの親み
たいに世話をしてくださいます。先生が一番親
切だと思います。日本語以外にも、他の生活で
困ったときに、先生が相談に乗ってくださいま
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す。今でも、先生方の顔を忘れません。毎年、 
年賀状を送っております。 
そこでは日本の小学校との交流会もありまし

た。小学校を訪問した時、驚いたことがいっぱ
いありました。例えば、教室に入って昼食を皆
で一緒に食べています。私の国では、午前中に
勉強をした人が帰った後に、午後の人が学校に
来ます。だから、一緒に昼食を食べることがあ
りません。また、私の国ではプロジェクターを
使って勉強をしたことがありませんでした。小
学校の教室にはプロジェクターがついています。
勉強道具もいっぱいあります。私の国は勉強道
具が少ないなあと思いました。 
また日本の道路はあまり混んでいません。私

の所では毎日渋滞です。日本では、電車やバス
があることで渋滞が少ないのだと思います。 
働き方も日本の方が良いと思います。日本で

は高校生でもアルバイトしています。高齢者で
も結構アルバイトしている人がいます。私の国
は違います。若い人は大学などの勉強が終わっ
てから仕事を始めます。日本の人では高校生で
も働く機会があります。時給が決まっています。
私の所では 1日働いていくら、と言う支払です。
決まった額がありません。私は日本のこういう
システムを持っていければ、何万人の人を助け
ることが出来ると思います。 

 
  

二十歳が過ぎて、21歳になったとき、高専に
入りました。私は 21歳で、同級生は 18歳です。
自分の方が大人だと思っていましたが、同級生
は自分のことを子どもみたいな感じで接してい
ました。半年くらいはあまり交流しなかったけ
れど、「私も若い人だ」と思って、みんなみたい
に未成年みたいに接するようにしました。みん
なと過ごす時間をたくさん作りました。 
私は寮で暮らしていました。チームの人たち

も大変親切です。自分が困ったときには親のよ
うに相談できます。例えば冷房が壊れた時、修
理してほしいと言っていたら、修理をしてもら
えます。日本語の試験の会場までは、バスでは 2
時間かかりますが、レジュメを送ってもらえま
した。学校の勉強道具もたくさんあります。私
はカンボジアで勉強した時は実験をあまりしま
せんでした。日本の高専では物理の実験道具も
たくさんあります。 
宮崎の人々は大変親切です。3年間いる間に、

3家族が私にホームステイさせてくれました。
子どもみたいにいろいろなことを教えてくれま
した。特に、お正月の時は自分は一人になりま
すが、私を泊めてくれてとてもうれしかったで
す。いろんな、日本の伝統的な習慣を教えてく
れました。 
私は 22歳の時にアルバイトを始めました。す

き屋でアルバイトを初めてやりました。最初は
日本語があまりしゃべれないので、お客様に怒
られました。アルバイトの所で、お金だけでな
く、いろいろなことを勉強しました。例えば日
本語や、自分の責任を持っているお客さんへの
接客などです。アルバイトの人たちも尊敬して
います。従業員とも仲良くなりました。自分が
アルバイトを始める前に、誰にも話しませんで
した。アルバイトを始めると誰に対してもフレ
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ンドリーになって、ニコニコしました。アルバ
イトでいい社会勉強になりました。 

 
そして 24歳になってから千葉大に編入しま

した。アパートで一人で住んでいます。一人暮
らしになると、前の経験とは全然違います。100
パーセント独立になりました。困ったときもす
べて自分でやります。引っ越した時もガス・電
気・水道すべて電話で話して、つなげてもらっ
たり、いろいろなことをしました。千葉大に入
ると、すき屋のアルバイトをやめ、コンビニと
か、塾や建築設計事務所などを経験しました。
一番面白いのは塾で、1時間ずっとしゃべって
います。小学校 1年生に英語を教えました。  
コンビニでは最初はレジだけですが、どんどん
仕事を教えてくれました。また、日本人のよう
に優しさを学びました。 
千葉に引っ越しをすると、東京が近くなりま

した。以前、宮崎にいる時にはカンボジアのイ
ベントには全然参加しませんでした。でも千葉
に越してからは東京まで 1時間なので、いろん
なイベントに参加できます。また、ボランティ
ア活動もしています。在日カンボジア留学生協
会のメンバーになっています。ご清聴ありがと
うございました。 

 

誕生日お祝い 

 
鈴木 君江 事務局 

 

結婚記念祝い 
中村 隆則 会員、長尾 邦俊 会員 
おめでとうございます 


