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第 5９巻第 21号 通巻第 2789号 

第 2809回 移動例会 

2018年（平成 30年）3月 13日 
12:30点鐘 商工会議所 4階例会場 

 

2017～2018年度 
国際ロータリーテーマ 

ロータリー 変化をもたらす 
国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー 
 
第 2790地区ガバナー  寺 嶋 哲 生 
第 6分区ガバナー補佐  志 田 延 子 

会長 秋 葉 芳 秀 
〃      幹事 並 木 孝 治 

 
 
 

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 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言・点鐘 

 

秋葉 芳秀 会長 

「我等の生業」 

並木 孝治 幹事 

みつはし 

秋葉 芳秀 会長 

並木 孝治 幹事 

野口 雅子 会員 

親睦委員会 

管理運営委員会 

秋葉 芳秀 会長 
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理事会報告 
4月予定:承認 
財団地区補助金申請について：承認  

会長挨拶 

 

秋葉 芳秀 会長 

皆さま、こんにちは。毎日せわしなく動
いている内に、もう３月になってしまいま
した。 
この確定申告の時期に、所長の私が事務
所に居ることが少なく、あれを先にやれば
これが遅れ、これを先にやればあれが遅れ
るというような状況で、毎日が冷や汗もの
です。 
米山奨学生ナレット君は、彼にとって今
日が最終の例会参加になります。３月末で
米山奨学生を卒業し、４月から千葉大大学
院で更に勉強に励むことになります。 
そして、先程の理事会で、ナレット君の
母国カンボジアで雨漏りがする学校の教
室で勉強している子供達を不憫に思い、東
金ＲＣで教室の屋根の修理をやることに
なりました。 
地区ロータリー財団の地区補助金制度に
よれば、東金ＲＣが支出することになる総

費用の５０％は補助金という形で入金さ
れますので、クラブ負担は半額で済みます。 
彼が用意した資料では総額で３５万円程
度の見積りですが、更に詳細な資料を準備
してもらいます。なお、地区への申請期限
は３月末ということです。 
今日は、ナレット君にこの内容の卓話を
してもらいます。 
 

結婚祝い 

宇野英雄 会員          

吉田克己 会員 
 
 
 
 
 
 
 

第 2795回 例会の記録 <11月 7日＞ 第 2808回 例会の記録 <3月 6日＞ 
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幹事報告 

 
並木 孝治 幹事 

〇3月 17日茂原中央 RC 創立記念例会  
16時に商工会館出発 

〇4月 3日例会  
10日振替休会 
（12日成田空港南RC合同例会：吾妻庵） 
17日例会  
21日船橋西 RC創立記念例会  
24日振替休会  
29日（日）地区研修協議会 10時点鐘 
アパホテル 

〇次年度米山奨学生はアニス・コイルンニ
サさん カウンセラーは小林信雄会員で
す 

米山奨学金授与 

 
 秋葉芳秀 会長（左）米山奨学生ナレットさん（右） 

卓話 

米山奨学生 ナレットさん  

一年間大変お世話になりました。ありが
とうございます。今日は小学校に関する卓
話をさせていただきます。 

小学校の屋根修理 

小学校の修理工事を始める前に、秋葉会
長さんと小林様に相談しました。 ロータ
リークラブ 60周年の記念としてカンボジ
アに何か物を作って残したほうがいいと
いう意見がありました。例えば田舎に井戸
をつくるのも記念になるかな、小学校の校
舎の壊れたところを修理するのもいいな
と思いました。 
このことについて私の先輩に相談しま

した。先輩は日本で 10年勉強をし博士課
程を取り、カンボジアに戻った人です。そ
の人にお願いして、様々な意見をいただき
ました。先輩が見つけた小学校では、屋根
が壊れて危ない状況で、屋根さえ修理でき
れば生徒が喜ぶと言われました。 
その後、今日ご紹介するプロジェクトが

見つかりました。先輩が現地でこのプロジ
ェクトの関係者や学校の校長先生に連絡
してくれました。結果、向こうの校長先生
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から修理工事依頼書をいただきました。依
頼書のカンボジア語を日本語に翻訳した
ものが 1ページ目です。私と後輩が一緒に
翻訳しました。 
（以下、依頼書より抜粋） 

修繕工事支援金のお願い 

修繕工事：4教室のある建物の修理 
タケオ州トラン郡スマオン町スマオン

村にあるスマオン小学校は 599人の生徒
（277 人女性）がおり、16 クラスがあり、
20人の教員（8人女性）がおります。その
小学校は 4棟の建物があり、19室に分かれ
ています。その中で通常使っているのは 3
棟で、15室があります。事務所は 1室、図
書室は 1室あるので、生徒に勉強のために
使われているのは 13室であります。もう 1
棟は 4室があり、非常に危険状態になって
いる、特に屋根です。学生数（生徒数）の
方が多いので、仕方なく 3クラスの生徒た
ちにその危険な状態の建物を使わせてい
ます。その非常に危険な状態の校舎は縦
30.40メートル横 8.7メートルです。しかし、
修理しなければならない屋根の大きさは
縦 30.40メートル横 12メートルであり、面
積 20㎡の軒を含めると修理する全面積は
384.80㎡になります。市販されている亜鉛
鉄板の値段は 8＄/㎡なので、修理の見積も
り価格は 3078.40＄（約 35万円）です。 
（抜粋 以上） 
 
 
 
 

厳しい教育環境 

資料の 3ページから 10ページまでの写
真をご覧ください。柱と梁は木造、壁はブ
ロック、コンクリートです。屋根の損傷が
ひどく、日本ならこういう建物は使わない
と思います。4ページで見ると、教室の写
真を見ると机といすはありますが、いすの
デザインはらばらで机もあり合わせ、黒板
はとても汚く、小さなものを使っています。
窓も壊れています。 
雨が降ると雨漏りがして、勉強ができま

せん。強い風が吹けば瓦が落ちる可能性が
高い、そういう危険な校舎です。この校舎
を修理していただければ嬉しいです。修理
が出来れば安全な教室が出来ます。約 600
人の生徒に教室が 15ですので、数が不足
しています。 

ナレットさんの小学生時代 

私が小学生の頃は、授業は午前と午後の
二部制でした。1つの教室に 50 人。午前・
午後併せて 100人が一つの教室を使ってい
ます。実際に私が通った小学校は教室も足
りないし、生徒は同じ学年で 300人いまし
た。その時はお寺の廊下を教室に使ってい
ました。お寺の廊下は、幅が広く、片側は
お寺の壁、反対側は壁が無い、そういうと
ころを教室に使っていました。私が小学校
2年生の時にその場所を 2年間使っていま
した。 
全国的に小学校は公立です。設備は悪い

です。手を洗う所やトイレなどは日本と比
べるととても汚いです。 
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私が日本に来て専門学校で小学校のプ
ロジェクトの設計に関わったことがあり
ました。その時私は校舎の中に教室と、図
書室と、事務室だけをレイアウトしました
が、先生が「少ないですね！それでは保健
室や遊戯室や音楽練習室などが無いです」
とおっしゃいました。日本の子どもは幸せ
だと思います。勉強道具や遊ぶ場所もたく
さんあります。 
自分は都会に住んでいたので、まあまあ

いい小学校がありましたが、現在も田舎の
方では私が通ったところよりももっと低
いレベルの場所がたくさんあります。です
から、今回は小学校の屋根を修理工事をお
願いしたいと思います。生徒たちがもっと
安心して勉強できるように作ってあげた
いと思っています。屋根なので、記念品と
してはふさわしくないかもしれませんが、
生徒たちに勉強する気持ちを持たせるた
めに、これがいいと考えております。 

 

最後に 

また更に、今日は私にとって最終の例会
です。 
私はロータリークラブの支援を受ける

前はボランティア活動に参加せず、生活の
為にアルバイトをしてばかりいました。 
ロータリーに入り、皆さんが会社で働きな
がら時間を取って社会貢献をしている様
子を見ました。そして、「とてもいいこと
だなあ」と思いました。自分も、奨学金を
いただいて他の人の為に活動する時間を
つくるようになりました。いろいろなボラ
ンティア活動に参加しました。日本に来る
前には、自分がお金持ちになるために頑張
ろうと思っていましたが、今は自分が社会
に出て貢献したいと考えています。自分の
時間や力を使って、他の人が一緒に幸せに
なれるようにしたいと考えています。あり
がとうございました。 

 

 
                      

出席率  ３月６日 
会員数 出席率 コイン BOX 

１5名 ７３．３３％    １，６５９円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前の週金曜日までに
（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 090-7634-7175 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 

ニコニコ BOX 
〇千葉学芸高校卒業式が盛会にて終了しまし

た。ご協力ありがとうございました。 

          高橋邦夫 会員 

〇欠席申し訳なし 

             高山友二 会員         
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委   員    会 
クラブ奉仕 
  ニューメンバーズサービス 
   会員増強 
   広報 
   親睦活動 
   管理運営 
   クラブ研修 
職業奉仕 
社会奉仕 
   青少年奉仕 
国際奉仕 
   ロータリー財団 
   米山奨学会 
事務局 

委員長   担当委員長 
高橋邦夫 
       秋葉芳秀 
       秋葉芳秀 
       吉田克己 
       越川嘉明 
       高橋邦夫 
       古川秀夫 
長尾邦俊 
宇野英雄 
       岡本秀男 
菅原實 
       小林信雄 
       野口雅子 
 

委      員 
 
野口雅子  鈴木康道 
古川秀夫  宇野英雄 
野口雅子  岡本秀男 
鈴木康道  長尾邦俊  吉田克己 
高山友二  越川嘉明 
高山友二  小林信雄 
菅原實   中村隆則 
 
宇野英雄  高山友二 
 
菅原實   越川嘉明 
岡本秀男  長尾邦俊 
藤本晴枝  鈴木君江 

2018～19年度 
役員・理事・委員会構成表 

2017 年 12 月 5 日現在 
 

 
 
 
 

 役員 
 
会長       古川秀夫 
会長エレクト 
副会長 
幹事       並木孝治 
会計       秋葉芳秀 
Ｓ・Ａ・Ａ    鈴木康道 
副幹事       
副Ｓ・Ａ・Ａ   宇野英雄 

理事会 
 
会長       古川秀夫 
会長エレクト 
副会長 
幹事       並木孝治 
会計       秋葉芳秀 
直前会長     秋葉芳秀 
Ｓ・Ａ・Ａ    鈴木康道 
理事会      高橋邦夫 
         長尾邦俊 
         菅原實 
         宇野英雄 
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