
点鐘

合唱 君が代 奉仕の理想

ビジター紹介 3/3 分

◎ 都 城

前田 浩 藤岡 裕巳 修行 本承 石場 博昭

矢野 憲男 飯山勘七郎

◎ 都城北

山本 浩一 黒岩 常正 森 将彰 小松崎一夫

黒木 康文 久保真由美 樋口 正義 岩崎 弘造

木脇 義貴

◎ 都城中央

笠松 文男 時任 保彦 藤岡 宏教 塩屋三智年

楠原 繁 伊賀崎 繁 鶴田 貞久 濱田 成人

3/10 分

◎ 都 城 島津 久厚 木脇 義紹

◎ 都城北 中村 かよ

◎ 都城中央 中村 良一 各氏

□ 会長の時間 井福 博文

本日は 34 回目のクラブ創立記念日です。

設立に尽力されたチャーターメンバーの方々、

その時代時代にクラブをリードしていただいた歴

代会長さん、そしてここまでロータリーの精神を

引き継いで奉仕の理想を実践され続けてこられた

会員皆様に心から敬意を表します。私がこの歴史

あるクラブの会長を引き受けるのに当たり、本当

に身の引き締まる思いであったことは就任挨拶で

述べた通りであります。それでも無難に半分以上

を全うできたことは会員皆さんの色々な角度から

の支えがあったからだと感謝いたしております。

さて、私と国際委員の串間会員は、中央クラブ

の会員 3 名と共に「竹と風の学校」へパソコン 3
台を寄贈するためにカンボジアの現地へ行って参

りました。この支援はご存知のとおり RI の承認

をうけた地区の補助金と都城 4RC とでおこなっ

たものです。学校のある付近は様々なゴミがちら

かっていて汚い感じのところでした、掃除をする

習慣はないのだろうか?と思うほどでしたが、学校

に行ってみると校庭はゴミひとつなく綺麗に掃除

されていて、明らかに学校の中と外では状況は一

変していて、日本の教育だなと感じました。子供

たちは礼儀正しくて可愛くて、あどけない子供た

ちばかりでした。この子供たちの為に支援してい

て良かったと心から思いました。3 教室しかあり

ませんでしたが授業参観をさせてもらいました、

狭い教室にもかかわらず子供たちは目を輝かせて

勉強をしていました。パソコンの贈呈式のあと子

供たちから折り紙で折った蓮の葉や金魚などのお

礼をもらいました。そのお礼の折り紙は日本の我

が家まで持って帰って、飾ってあります。また写

生会を兼ねた遠足にも同行させてもらいました。

お昼の食事の前の手洗いは、消毒液、すすぎ用中

間水、仕上げ用清潔水と 3 段階のバケツの水で手

を洗っていて衛生面もよく教育されていました。

写生会では子供たちは風景や木立などを一生懸命

そして真剣に描いていました、その作品は細かい

線で表現されていて、繊細さは日本の子供たち以

上だったと私は感じました。

カンボジアには公立の学校もありますが、先生

は殆どまともな授業はしないそうです。しかしな

がら自宅等で私塾を開き月謝を取り、副業をして

私腹を肥やしているとのことでした。進級はテス

トの結果で判定され、結果が悪ければ進級できな

い制度のようで、お金のある家庭の子供は先生の

私塾に行ってテストの問題を教わり進級できます

が、お金の無い家庭の子供は私塾に行けず留年し

てしまいます、だから学校にいく意欲が無くなる

訳です。このような腐敗した教育事情ですから、

殆どの生徒が学校には行ってないようです。

このことにより更に教育のレベルが下がり、悪

循環を繰り返しているとしか思えません。さらに

公務員や警察にいたっては裏金と汚職にまみれ

て、自分達だけ私腹を肥やしていると聞きました。

こんなカンボジアはいつになったらまともな国に

なるのだろうと心配と不安を抱きました。

以上「竹と風の学校」とカンボジア事情につい

て簡単な報告をして、本日の会長の時間といたし

ます 。

週報 第1653回 平成22年3月10日



■幹事報告 小坂泰一郎

○ 高鍋ＲＣ……３月例会プログラム予定表

○ 都城北ＲＣ…例会変更 3/30（火）12:30- 
宮崎高砂工業 ＊職場訪問のため

○ 都城中央ＲＣ……例会変更 3/18（木）

12:30-都城森林組合 ＊献血のため

○ ガバナー…韓国（蔚山．釜山）

地区大会参加のご案内

蔚山 3720 地区→2010.4.17.18（土日）

釜山 3660 地区→2010.4.21-23（水～金） 
月信３月号

ポリオ撲滅DVD の案内

○ 地区情報-研修小委員会…Ｒ情報委員会

活動報告のお願い 
○ 日向ＲＣ…創立 50 周年記念式典祝賀会ご案内

式典 5/15（土）15:00-16:30 日向市中央公民館

祝賀会 5/15（土）17:30-19:00 JA 日向会館

3/31 締切

○ 都城自衛隊……観桜会ご案内 3/27（土） 
15:00-17:00

○ 都城中央ＲＣ……カンボジア訪問報告

（会計報告．写真）

○ ロータリーの友３月号

■クラブ報告事項

＊ 東蔚山歓迎会スケジュール。

出欠をご提出下さい。

＊ 教育振興基金奨学生卒業生→

前村綾夏さん出席（財部高校）

□出席報告

会員数 ５５名

出免数 ４名

出席数 ４１＋２名

出席率 81.13％

前々回修正出席率 2/24 88.46％

前回修正出席率 3/3 特休

届出有 鎌田継 福本 鬼束 盛田 脇丸

吉田 福永直 永野 中村静 藤岡

ＭＵ有会員

2/26 都城

3/7 米山歓送会

3/5 都城

中村静 中村七 藤岡 土持 山浦

福本

井福 長友

なし

ＭＵ無会員

2/24 串間 盛田 山下 工藤 岩下 福永直

要ＭＵ会員

3/3 特休

■ 本日のプログラム

※財部高校 前村綾夏さんから卒業のご挨拶

□ＳＡＡ報告

◎ ニコニコ箱

都城・木脇 義紹…久し振りのＭＵをさせて頂き、

ありがとうございました

串間 保寛…ＰＨＦの表彰とピンを頂きました

土持 修…ゴルフ同好会優勝させて頂きました。

今後も頑張ります

今井 幸夫…皆勤賞を頂いて

井福 博文…皆勤賞を頂いて

小坂泰一郎…串間会員ＰＨＦ賞おめでとうござい

ます

小坂泰一郎…前村 綾夏さんご卒業おめでとうご

ざいます。これから頑張って下さい

小坂泰一郎…都城西ＲＣ創立 34 周年おめでとうご

ざいます

◎ 教育振興基金

山浦 栄巳…今年の３月より３６年目に入りまし

た。もちろん結婚して、です。

◎今後のプログラム 予定

３／１７ 職業奉仕賞

３／２４ インターアクト担当

３／３１ → ２６に変更。東ウルサン歓迎観桜会

3／10 計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 10,000 309,398
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 4,167 73,559
ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 264,780
米山奨学会 0 209,000
教育振興基金 10,000 127,000

竹と風の学校 56,984
＊雑誌会報インターネット委員会

高辺晃也 前田吉基 馬渡秀光 川口恒吉

ロータリー事務局 制作

２３年 今井幸夫

１７年 吉田 努

１４年 井福博文

６年 藤岡成学

４年 土持 修 各氏


