本日のプログラム

第 2530 回例会 2019 年 1 月 29 日（火）

「職場例会」岐阜県工業技術研究所

前例会の記録・第 2529 回 1 月 22 日（火）12：30
『ベトナム支援事業の報告』
木村聡さん・塚原清文さん
◆開会点鐘
◆「それでこそロータリー」斉唱
◆会長挨拶
さて、今年の関ロータリ
ークラブの国際奉仕事業は
このベトナム学校支援の 1
本でしたが、昨日の新年会
互礼会の折にご報告させて
いただきました、もう一つ
新たに国際奉仕事業、スリ
ランカへの救急車寄贈事業
のお話を少ししたいと思い
ます。スリランカは面積 6
万 5,607 平方キロメートル
（北海道の約 0.8 倍）
、人口は約 2,144 万人（北
海道 547 万人約 4 倍）
、気候は熱帯性であり高温
多湿で、年平均気温 27～28 °C、ベトナムより緯
度が若干下に当たる場所です。主要産業は農業
（紅茶，ゴム，ココナツ，米作），繊維業、GDP 経
済成長率は 3.7％です。車は右ハンドルの道路は
左側通行ですので、国内は多くの日本車が走って
いるそうです。事の始まりは、岐阜県の消防学校
で教育事業で使用していた救急車が非情に程度が
良い状態で廃車になる車輌を知り、羽島市の英語
の教師であり国際交流協会会員の Dr.ラールさん
が母国へ譲り受けたくて仲介をしてくれる NPO 団
体を探していたところを関ロータリーのメンバー
に情報が入り私に相談がございました。皆さんも
ご存知ですが、既に今年度の事業費は計画済みで
予算が無く、引受けるには困難と判断しておりま
したが、岐阜県庁消防課の担当職員と D r.ラール
さんと内容を協議しました結果、車輌は無償にて
岐阜県から関ロータリークラブが譲り受けます。
その車輌をバッテリー交換し車輌に寄贈内容のス
テッカーを当クラブで費用負担します。この費用
は先日の理事役員会にて協議して頂き 10 万円を

事業費に当てさせて頂きます。車輌輸送費はスリ
ランカ及び D r.ラールさんのボランティアネット
ワークの個人の方々からの募金で輸送します。式
典会場は、予算をかけず消防学校にて行います。
メンバーの皆さんには、1 月 30 日の 15:30 から贈
呈式を行いますが、そこに数名参加協力を頂くの
みで済みます。何よりこの車輌をいち早くスリラ
ンカに送る事でそれだけ役立ち助かる命が有ると
聞きました。D r.ラールさんは母国のダンブラロ
ータリークラブのメンバーであり、国際ロータリ
ー第 3220 地区の名誉会員であり、米山奨学生で
ございます。ロータリーで培った気持ちで国のた
めに尽くしたいと言う奉仕の精神を持ったロータ
リアンでございます。こちらも事業内容が大変素
晴らしく、少しでも当クラブで事業ができる可能
性が有るなら協議して応えていきたいと思いまし
た。是非、またかと言わずロータリアンの志を持
ってご協力いただく事をお願い致します。
◆委員会報告
◎出席委員会
委員 福田春彦
会員 49 名中 出席 23 名 出席率 47.80％
◎ニコボックス委員会 委員
後藤信介
会長・副会長・幹事の皆さん･･･本日はベトナム小
学校支援事業の報告で、木村さん、塚原さんよろ
しくお願いします。関 RC のすばらしい国際支援
の報告をお願いします。
林昇さん･･・私事ですが、気を緩めインフルエ
ンザンかかってしまいました。皆様へのリスクを
考えると休むことが得策と考え、本日は例会を欠
席させていただきます。大変申し訳ございません。
また、次期幹事の尾崎さんありがとうございます。
よろしくお願いします。
塚原清文さん･･・本日、ベトナム支援事業の報
告をさせていただきます。よろしくお願いします。
堀部、長尾、後藤、西本、尾崎、福田、臼田の皆さ
ん･･・本日は、ベトナム支援事業の報告を木村さ
ん、塚原さんよろしくお願いします。
掛布真代さん･･・配偶者にバースデーカードを
ありがとうございました。おかげで誕生日を忘れ

ずにすみ、家庭の平和が守れました。
◆『ベトナム支援事業の報告』木村聡さん
11 月 21 日水曜日、
加藤会長、林幹事、酒
井さん、長尾さん、後
藤さんの三パスト会長、
大澤委員長、土屋くん、
尾崎くん、塚田くん、
塚原くん、林幹事のご
子息、そして私木村の
12 名が新鵜沼駅に集合、
セントレアへ向かいま
した。10 時発のベトナ
ムエアラインでしたが、
大変古い機体だったた
め乗り心地が悪く、忍耐の 6 時間でした。現地時
間 14 時 10 分にホーチミン空港に到着。日本では
8 度だった気温がここでは 30 度。わかっていたこ
ととは言えかなり暑かったです。ここで臼田副委
員長と合流し総勢 13 名。大型バスに乗ってホテ
ルに向かいました。ホテル到着後、ガイド兼通訳
としてベトナムの女子学生２名にも加わってもら
いました。日本が好きで日本語の勉強をしている
という、明るく気がねの無い感じの子達でした。
その後両替のため街へくりだし、一番の繁華街で
あるドンコイ通りを散策しました。夕食はベトナ
ム料理レストランへ行き、ソフトシェルと言うカ
ニの揚げ物が大変美味しかったです。我々は楽し
んでいるばかりでしたが、唯一加藤会長だけは、
明日のセレモニーの準備に余念がなく、段取りの
確認をしたり、スピーチの確認をしたりと、さす
が会長と言う雰囲気でした。明日のセレモニーは
成功間違いなし！2 日目は、いよいよパソコンの
贈呈式で、本事業のメインとなります。10 時まで
には小学校に到着しなくてはならないため、渋滞
に巻き込まれないよう少し早めの朝 7 時ロビー集
合。昨日集合時間に遅刻の多かった塚田君の到着
を待って慌しく出発しました。途中大型バスでは
通れないような小さな橋があるため、この日はマ
イクロバス二台に分乗。私が乗った 1 号車の中で
は『土屋くん乗ってたっけ？』『ああ、居たよ』
とか、林幹事が『会長と一緒の車に乗るべきだっ
たなぁ。
』などと会話していたところへ突然一本
の電話が入りました。林幹事が『やべぇ～、忘れ
てきた～。
』との事。何かと思えば、忘れ物は、
何と『加藤会長』でした！他の何を忘れようとも、
これだけは忘れてはならないものを我々は忘れて
きてしまったのです。もはやスケジュールもへっ
たくれもなく、後発の 2 号車が至急迎えに戻りま
した。一瞬でその場の空気が凍り付いたものの、
一応の段取りがついた後は、不謹慎ながらもバス
の中は爆笑の渦に包まれました。人間こんな時で
も笑えるんですね（新発見）。しかし 2 号車はと
てもそんな雰囲気ではなかったらしく、あの温和
な加藤会長が怒り心頭。昨晩のピリピリした感じ
からすれば、それは当然ですよね。名誉のために
申しておきますと、加藤会長が集合時間に遅刻し
たわけでは無く、時間にゆとりを持たせたかった

我々が早く出発してしまっていたのです。加藤会
長、大変申し訳ございませんでした。僭越ながら、
皆を代表してお詫び申し上げます。ここまででお
話したいことの大半は済んでしまったので個人的
には終了で良いのですが、事業の核心を報告しな
いわけにはいきませんのでいましばらく続けさせ
て頂きます。何がともあれ、約束の 10 時までに
はギリギリ小学校に到着することができました。
一校目はグイン ティ タム小学校。子供たちが校
庭に整列して我々を拍手で迎えてくれました。学
校職員に加え、ヴォ レ トァン ロンアン省教育
更新局副主席、ウィン バン ホアン共産党人民委
員副書記長、トラン クアン タン教育管理局副局
長 3 名の出席のもと、贈呈式が行われ、練習の甲
斐もあって加藤会長が見事なスピーチをされまし
た。その後、子供たちが嬉しそうにパソコンを使
用する姿を確認させてもらいました。パソコン教
室の入り口には、我々がパソコンを設置したこと
を記したプレートを取り付けていただきました。
それは二校目のグイン ヴァン ジン小学校でも同
様でした。お昼は先方のお歴々と一緒に食事をさ
せてもらい、ハレノヒの料理ということで、『蛇』
とか『亀』とか、とにかく珍しいものを食べさせ
てもらいました。たくさん食べることは出来ませ
んでしたが・・・全てのセレモニーを終え、よう
やくホーチミンへの帰途につきました。その頃に
は既にいつものにこやかな加藤会長に戻られてお
りました。このようにしてメンバー各位の尊い志
は、しっかりとベトナムの小学校にお届け致しま
した。海の深さを思わせるつぶらな瞳をした、純
朴な子供たちの笑顔が、何よりのご褒美でした。
日本とベトナムが、より良いパートナーとして、
今後も歩み続けられることを祈念致しまして、私
のご報告とさせて頂きます。
◆『ベトナム支援事業の報告』塚原清文さん
皆さん、こんにちは。報告
の前にまず、大澤さん、臼
田さん、今回のベトナム支
援事業でスムーズに事業が
進むための段取りや、ベト
ナム滞在中私たちみんなが、
楽しい思い出を作れるよう
に力を費やして頂き本当に
ありがとうございました。
そして、お疲れ様でした。
おかげで、私はまだ関口ー
タリークラブに入会させて
いただき日が浅いですが、皆さんとの心の距離が
急激に縮まった感じを受けました。また、こうい
った事業がある時は、積極的に参加したいと思い
ます。さて、今回、海外支援事業に参加させて頂
き、私の見たこと、感じたことを報告させていた
だきます。ベトナムに到着して、一番最初に私が
感じたのは、「あれ？思っていたより都会やん」
でした。バスに乗り込み、ホーチミン市街を走る
と、高層ビルがたち、道路は舗装され、電線も綺
麗にされ「あれ？あれ？」と感じました。しかし、
よく見てみると、そうではない所があることに気

が付きました。川沿いには、ボロボロのトタンで
作られた家が並んでおり、パソコンをプレゼント
した学校へ向かう道路は舗装されておらずガタガ
タで、電線も細い線が何十本もゴソゴソに束にさ
れ、トイレも水洗は街中だけ、きっと格差がすご
いんだと思いました。自動車も走っていますが、
圧倒的な数でパイクが多いです。小さな子供をバ
イクのハンドルのすぐ後ろに乗せて後ろに奥さ
ん？を乗せて、3 人乗りは、当たり前って感じで
した。日本でしたら、当然ダメなことですが、
「危ないな、手放したら子供は大丈夫かな」と思
うような交通状況でした。そんな、社会情勢の中
で子供たちは成長していきます。今回、パソコン
を小学生たちにプレゼントしたことによって、イ
ンターネットなどを通じて、世界のいろんな事を
知って学んでほしい、そして自分たちの手でより
良い社会を作れるように、しっかりと勉強してほ
しいと思いました。実際、式典では子供たちに拍
手で迎え入れてもらえ、パソコン教室では目をキ
ラキラさせながら、パソコンに触れていました。
本当に嬉しそうに。この子たちは、間違いなくこ
のパソコンを使って、すごく勉強するんだろうな
って、うれしさとやる気がガンガン伝わってきま
した。道路は整備されていない、トイレ＝下水は
整備されていない、水道か井戸水かわかりません
が、管もむき出しの状態、学校のグランドは、グ
ランドなのかただの広場なのかわからない状態。
彼ら子供たちにとったら、そこで生活をしてきた
のだから当たり前のことなのかもしれませんが、
でも、私達にとっては当たり前ではありません。
今の子供たちより、さらに未来の子供達のために、
このパソコンを使って学んでもらって、勉強のし
やすい環境、運動のしやすい環境、誰でも当たり
前に勉強が出来る環境をつくっていってほしいと
思いました。そして贈呈式を終えて、ベトナムの
偉い人達と一緒にご飯を食べに行きましたが、そ
こで、なんとビックリ料理です。テーブルを見渡
してみると、まず目に飛び込んできたのは亀です。
「ん～グロイ、でもそういえば日本でもすっぽん
食べるし」と思い、食べてみましたが、一口目は
「まーうん。
」それからは、・・・・。私にはちょ
っと臭いなと感じました。勝手な予想ですが、だ
からパクチーなど匂いの強い香草が使われるのか
なと思いました。なんとか香草のおかげで食べら
れましたが、もういいかな。次に何かのひき肉の
炒め物が一番まともに見えたのでそれを食べたら、
ゴリゴリっとすごく、けっこう硬いものが入って
いて、せっかく味は、美味しいのに、このかった
いものはなんだと思ったら、なんと蛇を骨ごと炒
めたものでした…そこでのランチは、腹 5 分目く
らいでごちそうさまでした。そして、三日目はメ
コン川クルーズです。茶色く濁った川メコン川、
水が汚いのかな？と思いましたが、インターネッ
トで調べてみたところ、排水処理設備が整ってい
ないので、汚いのもありますが、最大の要因は、
違いました。日本の川は、山地と海の距離が短い
急流が大半を占め、大雨や洪水時を除いて濁流は
なく、川の色は水色の透明な清流が多いですが、

これに対し熱帯の川メコン川など大河川は傾斜が
ゆるく川の水は長期にわたって滞流していること
のほか、特にラトソルという熱帯特有の土壌が大
きく影響しているそうです。ラトソルとは雨季に
枯葉や腐食分などの有機質が流失し乾季に水分が
蒸発して鉄分・アルミニウムが表面に集積して作
られる赤い土のことで、このラトソルは、水分を
含むと軟化しやすく雨や水に溶けて崩壊して河川
に流れ込み、茶色く滞った川を作っているそうで
す。日本の子供たちが川の絵を描くと、水色の川
を描きますが、東南アジアの子供たちは、茶色い
色の川の絵を描くそうです。排水処理設備が整え
ば水はきれいになりますが、茶色い川の色は変わ
らないようです。
最後に、ベトナム到着時空港で、カートが片付
けされず今にも道路へいってしまいそうな状態な
のに、気がつかない人や見て見ぬふりの人たちの
中、一人で片付けている人がいました。まだ、ベ
トナムに到着したばかりで普通なら、迎えの車は
どれかな？とか、あー疲れたと一息ついていたり
するところを、当たり前に動いていて。僕が、
「すごいですね、よく気がつきましたね」と言う
と「え？ロータリアンとして当たり前のことだよ」
っと、尾崎嘉彦さん、僕も見習っていきたいと思
いました。以上が、私からの報告になります。
ありがとうございました。

◆幹事報告
◎2 月の例会予定表配布
◎髙木守道杯関通学校軟式野球リーグ戦閉会式
日時：1 月 26 日（土） 午後 3 時
場所：関市総合体育館サブアリーナ
次例会のご案内
2 月 5 日（火）12：30
「青年部と私」
関商工会議所 青年部 会長 塚田浩生様
担当：会場監督
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

例 会：毎週火曜日 12：30
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2F
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア 2F

