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２月 １３日

天候 曇り

ロータリーソング「奉仕の理想」

「聴覚障がい者の宿泊時防災訓練」が湘南クリス

四つのテスト

タルホテルで実施されます。詳細は、事務局に資

國分 孝夫 会員

料をおきます。ご参加くださいますようお願いい
たします。

≪会長報告≫
・昨日、会長幹事会の報告です。
既にご存知かと思いますが、1 月に 2019－20 年度
RI 会長マーク・ダニエル・マローニー(アメリカ

≪幹事報告≫
・2 月 6 日開催されました第３G のカラオケ大会の

合衆国)氏より、テーマ「ロータリーは世界をつ

ご参加ありがとうございました。

なぐ」が発表されました。

当クラブから、2 名が表彰されました。

・3 月 12 日、次年度会長出席の PETS が開催されま
す。

歌唱部門特別賞

・3 月 24 日、ミナパークで、IM が開催されます。
ホストは、かながわ湘南 RC です。テーマは「東
北を忘れない」震災後 8 年が過ぎ、福島の原発を
中心に、ゲストをお招きしてお話いただきます。
IM 後、9 クラブ合同例会、懇親会となっておりま
す。

瀧澤 秀俊 会員

おめでとうございます。
・4 月 11－12 日の仙台南 RC との交歓会のご出欠を
うかがっています。19 日までにお知らせ下さい。
・3 月 31 日のロータリーウォーキング大会のチラシ
を配布しております。
ご参加お願いいた h します。
・2 月 25 日、ふじさわ湘南 RC 主催のセミオープン

・会員増強の状況と、今後益々の増強のご協力を
お願いいたします。

（

例会「歴史に学ぶリーダーシップ論」が開催され
ます。ご出席いただきます方は、チラシの問い合

・2 月 22 日、地区補助金事業としてすすめてきまし

出席報告

パフォーマンス部門 反田 純正 会員

わせ先か、事務局へお願いいたします。

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
１月３０日

４５（４５）名

２６名

１９名

５７．７８％

２月１３日

４５(４５)名

２９名

１６名

６４．４４％

０名

２６名

５７．７８％

≪委員会報告≫

ポール・ハリス・フェローのお表彰

・大野木 クラブ研修リーダー・職業奉仕委員長

ロータリー財団より合計 1,000 ドルをロータリー財

1 月 30 日にうかがいました東京 RC より、週報が

団に寄付した個人にポール・ハリス・フェローの称

参りました。出席者の皆様に配布しております。

号が贈られます。今回、1,000 ドル、2,000 ドルに

また、本日、東京 RC 会員の新江ノ島水族館の堀

達成された方に、感謝状、ピンが届きました。

一久社長様より、記念写真をいただきました。出

≪サファイア１個の P・ハリス・フェローのピン≫

席者の皆様に配らせていただきます。

2 回目(合計 2,000 ドル)達成

週報につきましては、事務局にデータがあります。

≪感謝状とポール・ハリス・フェローのピン≫

欠席なさった方で、お読みになりたい方は、事務

1 回目(合計 1,000 ドル)達成

大小原 徹 会員

局へお知らせ下さい。

1 回目(合計 1,000 ドル)達成

市橋 康仁 会員

泉 信子 会員

≪お祝い≫
会員誕生日 2 月 9 日

市橋 康仁 会員

≪スマイル報告≫
大小原 徹 会長
今年の目標は、たくさん練習して、昨年叶わなかった

先日のカラオケ大会出演者、応援者の皆様盛り

マラソンの自己ベストを更新！！

上げて頂き、ありがとうございました。
本日の椋梨さん卓話よろしくお願いします。

結婚記念日 2 月 19 日

反田 純正 会員

瀧澤 秀俊 会員
カラオケ大会参加の皆様お疲れ様でした。
反田さんのおかげで大変盛り上がりました。
最高のエンターテナーですね！
大野木 加代子 会員
椋梨先生 いつもありがとうございます。
藤田 浩二 会員
椋梨先生、本日は楽しみにしています。
市橋 康仁 会員
お誕生日のお祝いありがとうございます。
53 歳 楽しい年にします。
野口 捷代 会員

激震!?を乗り越え、がんばってまいります!!

椋梨先生

今日の卓話楽しみにしております。

吉野 貴美 会員
椋梨先生 楽しみにしていました。

小河 静雄 会員
椋梨さんスピーチ楽しみにしています。
反田先生 司会おつかれ様
タコタコ!! タコ！

≪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歯科衛生指導』
『カンボジアでの歯科検診と歯科衛生指導』
インプラントセンター片瀬

星谷 けい子 会員

むくなし歯科医院 院長
椋 梨
兼彰 会員

椋梨先生 カンボジアでのご活躍、お話楽しみ
です。
反田 純正 会員
結婚記念日のお祝いを頂きまして、誠に有難う
ございました。
来年も頂けるよう頑張ります。

≪小話 3 分間スピーチ≫
市橋 康仁 会員

2 月 13 日は、私の業界では 213 で NISA ニーサの日
です。2014 年スタートした日本版の個人貯蓄口座で、
イギリスの ISA をモデルとしています。
現在 3 種類、

一年ぶりにカンボジア奉仕に行きました、報告を致し

NISA、ジュニア NISA、つみたて NISA があります。

ます。

最も一般的なのが NISA です。

まず始めに「なぜカンボジアなのか？なぜ有森さん？」

株式の購入売却配当には 20％の手数料が懸かりま

とよく訊ねられます。有森(裕子)さんの出会いは、12

すが、NISA 口座を使うと非課税になるシステムです

年ほど前の京都府の歯科医師会の百周年記念事業で

お一人 1 口座、作ることが出来ます。金額の上限が

した。亡くなられたマラソンの田中先生に紹介してい

120 万円で、非課税期間が最大 5 年です。2014 年か

ただき、有森さんに来ていただきました。それからお

ら始まり、2023 年までの期間となっております。お

付き合いが始まりました。有森さんがやってらっしゃ

一人 1 口座と申しましたが、累計で 1 口座となって

るハート・オブ・ゴールドという NPO 法人で奉仕活動

おります。安定的な配当でご投資をお考えいただけ

をしていると聞きました。ハート・オブゴールドのス

たらと思います。昨年株は下がりましたが、1 年間

ローガンが「できるひとができることをできるだけ続

で 10 倍になった株が 5 銘柄ありました。毎年 10～

ける」続かないことは、やる必要はない、できること

20 銘柄出ております。夢も追いつつ、自己責任で投

を長く続けましょうということです。6 年前に友人と

資をお考えいただけたらと思います。NISA の日にち

カンボジアの子ども達の歯について訊ねたことから、

なんだお話でした。

歯科医として、歯の治療と検診をお願いしたいという

ことで、この企画が始まりました。

いつもプリンスダンコール・ホテルというホテルに宿
泊します。現地では高級なホテルの方ですが、一泊 7、
8 千円で泊まれます。
1 日目は、小学校で運動会です。ところが、現地の子
ども達は、運動会というものを知りません。遊ぶこと
スタディーツアーという形で、11 月末から 12 月の始

はわかりますが、体育ということを知りませんので、

めにかけて、ボランティアをふくめたツアーになって

競技のルールを教えるのが大変でした。リレーで走る

います。ボランティアというのは、子ども達と遊ぶこ

ことも何度もやり直ししたりしました。がんばって走

とや運動会など子ども達と触れ合うことです。今年は、

った子ども達にご褒美を上げます。

ふじさわ湘南 RC の中田会長ご夫妻と、わがクラブの
大小原会長が参加してくださいました。

今回は、皆さんからいただいた寄付など、100 キロち
ょっとの荷物を持っていきました。シェムリアップ
の街は、年々きれいになり、道路も整備され新しい建
物も立ち、成長していることがよくわかります。

運動会のお手伝いを
がんばる大小原会長

午後は、有森さんが運営するニューチャイルドケアセ

現在、藤沢 RC から支援していただいている物資につ

ンター（NCCC）を訪問しました。親と一緒に暮らせな

いてお話します。子ども達への歯研き指導をするため

い子ども達の為の施設で 20 名ほどが共同生活をして

の鏡 200 枚。
カンボシア用変圧器、治療用バキューム、

います。歓迎のダンスを見せてくれました。ここでは、

毎年さんこうどうさんで作ってもらっているクメー

毎年 20 人の子ども達への歯科治療をします。

ル語の歯科検診表は 3 枚つづりで、学校、ハート・オ
ブ・ゴールド、歯科医で保管しています。治療用のミ
ラー他、治療器具、子ども達が使う歯ブラシなどを購
入して持っていっています。一日フル活動で、検診と
歯研き指導をします。歯研き指導は、言葉が通じない
ので通訳の方がいますが、伝えるのが非常に難しいで
す。特に今年は、指導する人数が多くて大変でした。
3 年前、子ども達にどれくらい歯を磨いているかと
聞くと、「3 秒」と答えていましたが、今年は「1 分」
といわれ、少し成長が見られたようです。歯磨きの仕
方も様になってきました。少なくとも、チェイ小学校
の子ども達は歯を研くことを知っていますが、他の学
校では、歯ブラシというものがあることも知らない子
ども達もいます。初めて歯磨きをしたのが 16～18 歳
頃と答える人が大勢います。チェイ小学校では、歯研
きが定着しつつありますが、子ども達は甘いお菓子が
大好きなのが気になります。

二日目、チェイ小学校で歯科検診。前日の夜、ミーテ
ィングで、検診用紙の記入の仕方をレクチャーし、大
小原会長、中田ご夫妻にもお手伝いいただき、がんば
ってくださいました。

NCCC のへは、毎年文房具や、衣類などもたくさん寄し
ていただき、ありがとうございます。今年は、あちら
からの要望のあった、片付け用のケースを寄付から購
入し、持って行きました。どうやって使うのか、何の
ためにやるのか話してきました。子ども達は、二十歳
になったら、施設を出なくてはなりません。単に物を
渡すのではなく、どうやってきちんと生活をしていく
かを考えた支援を目指しています。

大人気！妖怪煙!!

大小原会長より、椋梨 会員同行の感想
椋梨先生、NCCC では 20 人の子ども達の歯科治療をし
ます。虫歯治療や、歯を抜いたりもします。
チェン小学校では、800 人の子ども達に歯科検診と歯
磨き指導をします。これは、椋梨先生と 3 名の歯医者
さんによる完全なボランティアです。子ども達 800 人
もいますから、スピーディーにやらないと終わりませ
ん。私も含めた、スタディー・ツアーの参加者は、レ
クチャーを受けて、問診表の書き方を教えていただき、
お手伝いをしました。驚いたのは、小さな子ども達に
岡山の学校にハート・オブ・ゴールドから留学生が来

たくさん虫歯があることです。上下とも全部虫歯とい

ています。日本で学んだことをカンボジアに持ち帰る

う子が大勢いました。日本では考えられないようなレ

ためにがんばっています。また何かありましたら、ご

ベルでした。中学年、高学年になって、歯を磨くとい

協力をお願いいたします。

う習慣が身についてくるようになると虫歯がなくな

このツアー、毎年やっております。今年も 11 月最終

っていくという地道な努力をなさっているというの

木曜日から、12 月始めの月曜日までなので、ぜひご参

を見てまいりました。椋梨先生のお陰で、楽しい体験

加下さい。現地に来て、支援の様子をみていただき、

をすることができました。ありがとうございました。

たいと思います。ご清聴ありがとうございました。

本日のお料理

