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古川 秀夫 会長

第 2841 回

例会の記録 <12 月 18 日＞
次回お会いするときは正月の 8 日になります

会長挨拶

が、皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

幹事報告

古川

秀夫

会長

早いもので、今年の例会になりました。今日

はナレット君に来ていただきました。後程、

並木 孝治 幹事

カンボジア支援についての報告がありますの

○ロータリー財団 米山奨学金

な親切運動社会奉仕委員長の菅原さんの下、

○1 月 8 日 17 時から理事会、18 時から

た方々お疲れ様でございました。引き続き午

○2 月 13 日 13 時からＩＭ

で、お聞き下さい。先週の土曜日には、小さ
中央公園周辺の清掃を行いました。参加され
後から、国際奉仕委員会によります、東金市

国際交流協会と共催の国際交流パーティーが
ありました。ＪＩＵあるいは学芸高校の生徒

さんたちが参加して「手に手つないで」
「上を
向いて歩こう」を大合唱して、好評を博した

特別寄付お願いのご案内
新年例会

国民宿舎サンライズ九十九里にて
送迎バス 12:30 に商工会館を出発

ポールハリス・フェロー認証状授与

のではないかな、と思います。

私は先週、
「季節が寒くなったな」と思う頃に

早々と風邪をひきました。毎年この時期に風
邪をひきます。季節の変わり目に風邪をひく
という事は、年齢的に気温の変化に体の調節

がうまくいかなくなったのだな、と思います。
併せて風邪との付き合いも深くなり、なかな
か縁が切れずにいつまでも症状が残っており

ます。皆さんも寒くなってきておりますので、
ご自愛いただきたいと思います。

中村 隆則 会員
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グーグルマップの衛星写真を見ると、現地の

卓話

周りは畑が囲んでいます。写真を見ると、こ
のような風景です。その小学校の周辺にお寺
と中学校があります。

建物の様子

元・米山奨学生 ナレットさん

皆さん、こんにちは！お久しぶりです。お

元気ですか。秋葉お父さんから、今年最後の
例会日に、私に小学校の修理プロジェクトと

進捗状況を簡単に発表してもらいたいという
メッセージをいただきました。今回はパワー

ポイントを用いて、発表させて頂きたいと思
います。

一枚目のパワーポイントは在日カンボジア

留学生協会のチャリティー会に使ったもので
す。その時は時間が短いので、少なめに説明
しましたが、今日は細かく説明したいと思い

ます。最初はポスターに 2 言語、カンボジア

語と日本語を掲載しました。さらに、前回お
見せした資料をチャリティー会にも出しまし

た。また、新しい見積書をお見せしたいと思
います。

こちらは現地から送られた立面図です。横

8.7m と幅 30.4m の校舎規模です。正面写真を
見ると、木造の柱は 1/4 の下にコンクリート

柱を使っています。更に、全面を見ると、梁
軸組の部分が壊れて、倒壊近いのものありま
す。もっと拡大すると、木材梁は瓦屋根を支

えない状態です。特に、2-3 本の柱はひび割れ
になって、主筋と帯筋までが見られます。上

にある梁軸組木材にも耐久性が下がっている
ことが見られます。室内に入ると、屋根に漏

れるところがたくさんあります。細かく見る
と、大梁も腐るところもあり、補修する必要
があります。

次、こちらは利用しない教室です。室内の

修理をする小学校について

簡単に復習させて頂きます。まず、こちら

の地図をご覧ください。カンボジア王国の南
に修理プロジェクトの場所があります。空港

から車で 2 時間半くらいかかります。
さらに、
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フロアを見ると、壊れた瓦屋根の部分が残っ

ています。子どもが使用するには危険性が高
いです。これは使っている教室です。使って
いる教材を見る限り、黒板・椅子・テーブル
などは不適切な教室と判断されます。

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

修理費用について

留学生協会とは

次に、見積書を説明します。二つの請負に

ところで、いつも留学生協会のことを話しま

頼んで、見積書を作ってもらいました。1 番目

したが、何をやっているかを皆さんはご存知

ンできれいにまとめて、出来上がりました。

学生協会の活動ビデオを上映します。

は最初は手書きをして、先輩がそれをパソコ
100 万円超える見積書になったので、翻訳を

しないことにします。2 番目も手書き見積書で、

でしょうか。これから、4 分間のカンボジア留
（ビデオ上映）

私がそれらの活動は 9 割でカンボジア留学

きれいに文字を書いてもらって、工事費は

生代表として、主催を行いました。もし私が

んに配りました。最初は屋根だけの修理費と

に参加しなかったかもしれません。皆さんが

61.5 万円になります。それを翻訳して、皆さ
して 35 万円とお伝えしましたが、今回は 61.5

万円になる理由を説明します。まず、35 万円
は屋根だけです。今回は壁・窓・扉なども修
理も入って、工事費が高くなります。

ロータリー奨学生でなかったなら、その活動
私をいつも訓練してくださったように、勇気

を持ち、協会の代表者になります。ありがと
うございました。

更に、東金ロータリークラブから、50 万円

を補助金を頂くが、なぜ 61.5 万円の工事がで
きるのかを説明します。前にお話した通り、

カンボジア留学生協会のチャリティー会があ
り、募金からもらったお金を今回小学校の修
理プロジェクトに使います。東金ロータリー

クラブと留学生協会から、もらったお金の合

ニコニコボックス
結婚記念のお礼 12 月 10 日 45 回となります
岡本秀男 会員

計額は 65 万円です。

次に、チャリティー会の写真を見せます。

秋葉お父さんからも、チャリティー会に素敵

なスピーチを頂きました。今はスピーチのビ
デオを流れます。

（ビデオ上映）

私もカンボジア語と日本語の両方で、皆の

前で説明しました。そのイベントには、日本
のアーティストに演奏して頂きました。こち
らは合計もらった金額です。以上で、小学校
の修理プロジェクトの説明を終わらせて頂き
ます。

ありがとうございます。
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12 月 18 日
会員数 18 名
出席率 88.88％
コイン BOX
ニコニコ BOX

2,776 円
1,000 円

