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・5 月 19 日、湘南学園高等学校 3 年生の総合学習
ロータリーソング「手にてつないで」

活動に 6 名の会員で参加いたしました。

四つのテスト

昨年の交換学生だった高橋夢歩さんにお会い
しました。次の機会がありましたら、また、多

≪ゲストビジターの紹介≫
ゲスト：ウン，チェン

くの会員に参加いただきたい。
キンさん

（藤沢 RC 委託米山奨学生）

≪幹事報告≫
・川上年度下半期の委員会報告をお願いしていま
す。6 月 13 日までに事務局へお送りください。

≪委員会報告≫
・小河 米山奨学生カウンセラーより
ウン，チェン キンさんのご紹介
マレーシア出身、
湘南工科大学機械工学科 3 年。
将来は、日本の自動車メーカーに勤務すること
を希望しています。お父様もマレーシアで、自
動車関係のお仕事をなさっています。
・ウンチェンキンさんのご挨拶
≪会長報告≫
≪会長報告≫

マレーシアのペナンからきました。湘南工科大

・今日は何の日？チョコチップクッキーの日

機械工学科の 3 年生です。日本に就職したいと

・青少年交換でアメリカに留学中の沼彩加さんから、

思っています。皆さん、よろしくお願いいたし

報告書が参りました。

出席報告

（

ます。

）内は計算に用いた会員数
メークアップ
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5 月 21 日

杉原

栄子 会員

5 月 28 日

廣島

純 会員

小河会員のご紹介

奨学金の贈呈 お勉強がんばってください！
これから毎月一度、例会に出席いただき、ご様子をう
かがいます。10 月には、卓話をお願いいたします。

≪スマイル報告≫
川上 彰久 会長
ウン，チェン キン君ようこそ！
勉強頑張って下さい！

≪お祝い≫
会員誕生日 5 月 12 日

田島 義隆 会員

泉 信子 会員
椋梨先生、卓話たのしみにして居ります。
ウン，チェン キンさん、ようこそ。
田島 義隆 会員
誕生日のお祝いを有り難うございました。
大野木 加代子 会員
椋梨先生、卓話よろしくお願い致します。
いつもお世話になって降ります。
小河 静雄 会員
奨学生のウン，チェン キン君をやさしく、よ
ろしくお願いします。

杉原 栄子 会員

きっかけは、有森裕子さんが、代表をしている政府が

本日はお誕生日のお祝いをありがとうござい

認定する子どもたちのための施設を見学するカンボ

ます。

ジアツアーに参加したことから。

星谷 けい子 会員

子ども達の口腔状態の悪さ驚き、施設の子どもたちへ

先生のカンボジア活動のお話、楽しみにしてい

の歯科検診と口腔衛生指導を申し出、５年前から友人

ます。私も 9 月にカンボジアに行きます。

と２人で始めたがあまりの大変さに有志を募るよう

廣島 純 会員
誕生祝い、ありがとうございます。

になった。荷物、機材等、全て持ち出しとなる。
クラブより、文房具やおもちゃなどを寄付していただ
き、一人で１２０キロの荷物を持ち込む。

≪卓話≫

藤沢ロータリークラブ国際奉仕・職業奉仕
『カンボジアでの歯科検診と口腔衛生指導』
インプラントセンター片瀬
椋梨歯科医院 院長
歯科医
椋 梨
兼 彰 会員

現在では、ツアーに組み込まれ、一般の方にお手伝い
むくなし歯科医院のすぐ隣で、話題のテレビドラマの
撮影中！ 看板がよく映るそうです！

いただいている。

藤沢ロータリークラブの国際奉仕、職業奉仕活動とし
て、ニューチャイルドケアセンターで子ども達の治療
に当たる。お土産の妖怪煙が、子ども達に大反響！
5 年の治療で、ニューチャイルドケアセンターの子ど
も達 30 人の虫歯は、ほぼなくなった。以前は、状態
があまりにもひどく、30 人の治療に 5 日間かかってい
た。今では、一日あれば、30 人の治療ができるまでに
なった。

染め
鏡を見ながら、研けているか確認する。

川上会長よりお預かりしたノートの贈呈
クラブ会員より色鉛筆、アクセサリーなどの寄付をい
ただいた

安心して使える水道水でうがいをする。この学校は、
浄水器事業のモデルケースとなったところで学校で
は、子どもたちが水道から水を飲むことが出来、近隣
住民には、水を販売して学校の収入となり、環境を整
備している。

藤沢ロータリークラブが地区補助金儀業として行っ
た、浄水器設置事業について
カンボジア、プノンペンから悪路を 6 時間
いったところにある、クラチエの小学校
井戸から水をくみ上げ、カートリッジを通して、飲み
現地の子供たちの収入源となるキビ砂糖、故障、コー

水に出来るようにする。

ヒーなどを購入。実際の金額の倍くらいの値段になる

雨季になると水没してしまうので、浄水器は、2 階に

が、購入することもボランティアになる。

設置している。水泥棒対策もしている。

小学校の子供たちへの歯科検診と口腔衛生指導は、地

6 年間の継続事業として管理は、現地の JAICA にお願

区の補助金事業としても行っている。一人ひとりに歯

いしている。1 ヶ月に 1 度汚れのチェックと 1 年ごと

研きの習慣をつけさせる事を目的にしている。

のカートリッジの交換をしてもらっている。順調に広

問診表は、クメール語！

まっている。

さんこうどうさんで、作成していただいている！

今後もカンボジア、また友好クラブのあるマレーシア
への国際奉仕の支援を継続していきたい。
自分たちの支援がどのような形で生かされているの
かについて知ることによって、R 財団への寄付などの
理解も深まるのではないか。
また、地区などの補助金は申請して、有効的に使って
いきたい。

廣島会員 お誕生日メッセージ

田島会員 お誕生日メッセージ

杉原会員 お誕生日メッセージ

ホテルロビーのお花

本日のお料理はチキンカツカレーでした

