
 

 

【日   時】   2021年4月1日（木）    『第 １２１０ 回 例会』 

【会   場】   フレックスホテル     『3F・平安の間』 

【プログラム】   諸事お祝い・会員卓話 

【出   席】  (会員数)  39名  (出席者) 34名 (出席率) 87.18 ％ 

 

 

皆様こんばんは。 

新しい年度が今日から始まりです。 

新型コロナウイルス新規感染者も再び増加傾向にあります。さらには、新型コロナウイルスの変異株も増えつつあります。 

そのような状況の中、先週は念願の「新年会」もなんとか開催することが出来ました。 

出席された会員の皆様には感謝すると同時に、しばらくは身体の異変に注意して、変調がある方はなるべく早く報告して

いただくようお願いします。 

 本日の例会は立岡会員に卓話をお願いしております。 

諸事お祝等行事が目白押しなので会長の挨拶はこの辺で終わらせていただきます。 

本日もよろしくお願いします。 

 

 

①例会後、理事会です。 

②4月のロータリーレートは、1㌦＝110円です。 

③クラギ文化ホールより4月の催物案内が届きました。 

 

 

          ☆入会日 令和３年４月１日 

氏    名 職 業 分 類 事      業      所 生  年  月  日 推  薦  者 

喜多
き た

 賢
よし

友
とも

 君 建築設備工事 ㈱アビリティワークス 1979年11月29日 小濱 彰男 君 

 

 

2021 年５月度・月報  



○月報にて紹介できなかった前月入会者を表示致します。 

             ☆入会日 令和3 年3 月4 日 

氏    名 職 業 分 類 事      業      所 生  年  月  日 推  薦  者 

山舗
やましき

 英資
え い し

 君 不動産売買 ㈲ エースリアルティ 1971年2月19日 奥村 清隆 君 

 

 

 

 

北出 誠 会長 立岡さん、宜しくお願いします。 

山下 茂紀 幹事 よろしくお願いします。 

奥村 清隆 会員 立岡さん、よろしくお願いします。 

喜多 賢友 会員  

倉田 幸範 会員  

越山 明 会員 誕生月です。皆さんありがとうございます。 

小濱 彰男 会員 立岡さん、卓話宜しくお願いします。 

坂本 昇 会員  

鈴木 康 会員 誕生月です。 

立岡 秀之 会員 卓話です。 

辰巳 拓馬 会員 立岡さん、宜しくお願いします。 

鴻原 光 会員 先日は、新年会を開催して頂きありがとうございました。 

前川 佳久 会員  

山舗 英資 会員 良いお客様と出逢いがありました。 

山本 修二 会員  

脇 文彦 会員  

以上16名様・合計金額：17,000円でした。有難うございます。 

 

 

 

  

 【越山 明 会員】 

子ども発達総合支援センター「そだちの丘」へ、寄付のお願い。 



【小濱 彰男 会長エレクト】 

   ～ PETS報告 ～ 

   3月13日（土）オンラインによる会長エレクト研修会（PETS）がありました。 

  司会者は次期担当クラブ伊勢中央RC所属、中村文大次期幹事長で、13時に始まりました。 

  現況報告は、剱田ガバナーで、その中で気になったのが最近ロータリアンに不足しているものが二つあるとの事です。 

   ①状況報告の伝達不足、②日本ロータリー文化への知識不足とのことでした。私としては、詳細にはなして

頂けると有り難かったです。それと2630地区の会員が期首3089名から3116名になり27名が増加したとの

事でした。 

   次年度ＲＩシェカール・メータ氏の同時通訳有りとのことでしたが、機材不備のため通訳及び詳細説明も

なく、後日 You Tube にて聞かせて頂きました。内容としては、世界のロータリアンは役 20 年間の間、120

万人を前後し、増加していないということで、一人ひとりが一人を入会させるのが責務と感じている。又、

女性・若い人への入会をすすめる事例が多く見られるらしいです。日本は世界で見ると非常に退会率が少な

く維持するという点においては大変優秀な国であるとのことでした。 

   続いて浦田次期ガバナーのお話の中でＲＩ会長シェカール・メータ氏に会員増強を相談したところ、それ

は、日本側から教えてほしいとのことであったそうです。先程も申しましたが、日本の退会率は世界で一番

少ないのですから、少々ビックリです。 

   次年度は、“超我の奉仕”が主なテーマです。指針としてステークホルダー資本主義（ダボス会議）の中

で、企業は顧客、従業員などあらゆる利害関係者の役に立つという方向に向かって行くことだと思う。米国

資本主義からの転換点。 

  そして話の中に日本らしい“超我の奉仕”の例として「植林」は脱酸素クレジットとなる。ロータリークラ

ブの事業として、面白いと言うこともありました。 

   2018-19 年度、ガバナーである木村地区研修リーダーのお話の中で、一ヶ月に一度は、会長としてロータ

リーに絡んだ例会挨拶をしてほしいとの事。中身は「何が大切か」「発祥」「互恵主義」「変化」「拡大」

「目的」「原則」「近年」などを解きほぐせば色々と考えられる。 

   最後に、ロータリー財団としての〈年次基金寄付一人あたり150㌦以上〉、〈ポリオ・プラス一人あたり

30㌦以上〉を目標にする。松阪山桜ロータリークラブの平均は、〈年次基金寄付158.9㌦、ポリオ・プラス

28.76㌦〉なので、もう少しだけ奉仕の精神を持たなければと思いました。 

   追伸として、ＲＩ会長シェカール・メータ氏は、バーチャルクラブを作るのはどうかということです。 

   運営面で私は、難しいような気がします。 

 

 



 

 

【4月度・会員誕生日】 

     16日 山下 茂紀 会員、 26日 鈴木 康 会員 

     27日 越山 明 会員 

【4月度・配偶者誕生日】 

該当者なし 

【4月度・ご結婚記念日】 

12日 村田 吉優 会員、  30日 立岡 秀之 会員 

 

●立岡 秀之 会員〈日本・カンボジア友好６０周年記念〉 

 こんばんは、卓話の時間をいただきました。ありがとうございます。 

また、本日は山桜創立２６周年記念月おめでとうございます。 

   本来なら山桜創立以来の道中話しでもしなければならないでしょうが、申し訳有りません。 

  私のライフワークでもありますが、カンボジア話しをさせていただきます。 

   コロナ禍で海外渡航もままならない状態で最近のカンボジアの現状も友人からの情報ぐらいしか伝わってきません。

早く収束することを祈るばかりです。 

   過去、2013年に日・カンボジア友好６０周年記念事業を日本国内でカンボジア写真展の開催させていただきました。 

  その時に山桜会員の方にも写真展に足を運んでいただきました。その節はありがとうございました。 

  最初、カンボジア写真展を東京展皮切りに名古屋・松阪と開催しておる時期に在カンボジア大使館より電話があり、 

  今年は、日・カンボジア友好６０周年記念事業を開催いたしますので日本からの６０年の支援いただいた事業をカン

ボジアに出向き写真に収め、取材して発表を一緒にしてほしいとの電話があり、私はすでにカンボジア写真展の後援

をいただいていましたので断る事も出来ず、ＪＩＣＡ／ＯＤＡの事業を取材させていただいた写真資料を、カンボジ

ア写真展として、東京アセアンセンター・市ヶ谷ＪＩＣＡ本部・東京国際交流センター・大阪国際交流センター・仙

台メディアテーク・博多/アクロス福岡と6ヶ所開催させていただきました。私もそれまではＪＩＣＡ・ＯＤＡと名前

ぐらいは知っていましたがあまり詳しくなく今回の取材を通じて色々な日本がカンボジア途上国に向けた支援をして

きたこと・また現地に行ってそこに従事している方々に生の声を聴きました。本日の時間の許す限りお話させていた

だきます。 

先ず、簡単にＪＩＣＡ・ＯＤＡ・国際支援・援助・過去日本の復興までについて資料に基づいて説明します。 



  皆さんもご存知の方も見えると思いますが、ＪＩＣＡは（独立行政法人国際協力機構）でＯＤＡは（日本政府開発援

助）で開発途上国への国際協力を行っている所です。世界には１９６ヶ国があり、そのうち１５０ヶ国以上が開発途

上国です。 

  国際協力には「国が行う政府開発援助（ＯＤＡ）」・「さまざまな組織・団体・機関（ＲＣ、ＪＩＣＡ、ユニセフ）」・「企

業の社会責任」・「ＮＧＯや大学、地方団体などのここの専門分野」・「市民レベルの募金や物品の寄付」が国際協力し

ています。 

  ここでなぜ途上国に支援するのかですが、世界には72億人の人口があり、そのうち約10億人が飢餓や貧困に苦しん

でいます。 

  例えば途上国の環境問題に日本が協力するということは、日本の環境を守る事と同じです。途上国の経済発展のお手

伝いをすることと同じです。 

  また、過去に日本も終戦後の復興や経済発展の過程で、多くの支援を海外から受けたことがあるということも忘れて

はなりませんよね。 

終戦間もない日本には、世界から食料、医療、医薬品、日用品など、ありとあらゆる援助物資が届けられたそうです。

今でも60歳過ぎの方なら「ララ物資」・「ケア物資」を記憶している方は多いはずです。 

  アメリカの組織・ＮＧＯから送られたものです。その他、国連児童基金（ユニセフ）からも65億円（現在の価値で約

1300億円）の資金提供があったそうです。 

  日本が終戦の混乱と貧しさから立ち直るきっかけとなった援助に「ガリオレ・エロア基金」というものがありました。 

  資金額18億㌦（現在の価値で約12兆円）に上がる大きな援助を頂いたそうです。 

  この資金援助がなければ日本の復興や今日の発展は無かったかもしれないです。 

  さらに1953年からは、世界銀行から8億6000万㌦（現在の価値で約6兆円）のお金を借りて、黒部第4ダムや東海

道新幹線、東名・名神高速道路など、日本経済のインフラを整備資金として借りました。日本が世界銀行から借りた

お金を返し終わったのが1990年7月のことでした。終戦から約45年かかりました。戦後の日本が貧しさから立ち直

り、経済発展を遂げたのは、実はこうした多くの援助があったからと言うことを決して忘れてはならないのです。 

  日本はこのように援助を受けながら成長を遂げて、現在では援助する側になり、アメリカを凌ぐ世界一の援助国とな

りました。 

  そして、現在60歳以上の人々はおそらくララ物資・ケア物資のお世話を頂いたと思います。戦後、食料品や医療品そ

して日用品など、はらを空かせていた日本の子供たちに救援物資を頂いたのです。 

  私も子供の頃、小学生時代に学校給食（乾パンと出し粉乳）を頂いたことを覚えています。決して美味しくは無かっ

たですが、当時の日本経済はこのような援助で私達は大きくなったのです。 

   日本がカンボジアに60年間支援援助してきた事業を写真スライドで簡単に説明させていただきます。 

 



  ～日・カンボジア友好60周年記念事業（スライド用）～ 

 

  1，地雷除去活動整備（無償資金協力）供与額1761億円 

  ポルポト紛争集結22年近く終わった現在でも600万個の地雷未処理のまま埋設、〈コメント〉今のペースでの除去は

100年くらいかかる。毎年の除去数は4万～5万個。 

  未だに国民の安全な生活を脅かしています。1992年、カンボジア地雷対策センターが地雷・不発弾除去活動（ＣＭＡ

Ｃ）、住民に対する啓蒙活動を行ってきた結果、地雷被災者は減少していますが、機材の老朽化が激しく不具合の為、

作業効率が低下しており、日本では地雷探知機、地雷除去機などの整備を支援、安全な地雷除去活動を促進、人々の

安全な生活の確保に寄与しています。地雷には「対人地雷」と「対戦車（車両）地雷」があり、その種類は300種類

以上あると言われ、内戦中には手製のものも多く使用されてきました。「踏むと爆発する」ものだけでなく、角度を

10度傾けただけで爆発するものや握っただけで爆破するものなど、その仕組は様々です。又、安価な兵器であり、一

つが3㌦程で製造加納なため、大量に精算・使用されるのです。地雷はよく、「悪魔の兵器」と呼ばれます。その理由

に地雷の持つ三つの特徴が挙げられます。 

  〈悪魔の兵器と呼ばれる理由〉まず地雷が他の兵器違うのは、あえて「人を殺さないこと」を目的に作られているこ

とです。殺してしまうよりも負傷させた方が敵兵力を奪うことに繋がるからで、更に障害者が増えれば働けない人々

が増え、その国の経済力が低下するからです。 

  ①残虐性 対人地雷は、殺すことよりも怪我をさせることを目的に開発された兵器です。その理由は被害に遭った時、

周りの目撃者に精神的打撃と恐怖心を起こさせる為、そして同時に救護する為に負傷兵を広報に運ぶのに多くの兵力

がさかれ、その後の治療やリハビリに多大の費用を要し、敵の経済的負担を負わせるためです。地雷の被害に遭った

者は文字通り、ボロキレのように手足をズタズタに引き裂かれ、吹き飛ばされ、飛び散った破片で傷つけられ、生き

残ることが出来るのは、二人に一人と言われます。生き延びた被害者は、手足の切断、失明などの重度の障害が残り

ます。恐ろしく残酷な兵器なのです。 

  ②残存性 一度埋められた地雷は半永久的に作動し、誰かが踏むまでじっと待ち続けます。又、地雷は敵方の経済活

動を破壊するという目的をもつ為、農作物が沢山取れる田畑や水汲場、木の実や木材をとる山林や人の集まる広場な

どに多く埋められ、人を苦境に追い込んでいます。 

  ③無差別性 攻撃対象に向かって威力を発揮する他の兵器とは異なり、対人地雷は相手を選ばない。戦時中、対人地

雷が埋められた兵士しか近寄らない最前線や軍事基地も、戦争が終われば民間人の生活の場に早変わりする。その結

果、対人地雷は兵士と民間人、大人と子供の区別なく、踏んだ人の足元で爆発するのをずっと待ち続けるのです。 

 

  2，医療機器材及び医療技術向上に向けた支援活動（無償資金協力）給与額374億円 

  1970 年～約 20 年続いた内戦の影響により医療分野の人材、施設、機材不足で保険システム全体が崩壊的な状況でし



た。プノンペン市及び州レベル16病院に於いて基礎的医療サービスに必要な機材整備支援。又、過去新生児死亡率が

多く、現在では、分娩（出産）時及び新生児のケアを中心とした母子継続ケア改善、新生児出産無料化により、新生

児死亡率の減少に寄与しています。大きなところでは、国立母子保健センター（プノンペン）、モンコロバレー病院（バ

ンチミアンチエン州）、その他（コンポンチャム州・シエムリアプ・スバイリエン州）などがあります。この中でもモ

ンコルボレイ病院はシアヌーク時代の66年、日本が戦争後賠償として建設し、今も市民に「日本病院」と呼ばれ親し

まれています。新生児出産、エイズ病棟などがあります。 

 

  3，インフラ事業発展橋建設工事（無償資金協力）給与額11940億円 

  ネアックルーン橋（つばさ橋）2009年2月～2015年3月（三井住友建設） 

  場所は、カンダル州とプレンベン州のメコン川に架けられ道路橋で（2914年に500リエル札の絵柄）として発行され

る。アジアハイウェイの一部としてホーチミン・プノンペン・バンコクを結ぶ国際幹線道路としてＡＳＥＡＮ諸国物

流の生命線（南部経済回廊）、メコン川の川幅640㍍「3径間連続ＰＣ斜張橋」形式、工事エピソード、工事期間中架

橋地点のメコン川に達し、作業台船の曳船が限界となる流速5ノットの激流となった。2011年には、過去最大規模の

大増水となり陸上ヤードが川岸から40㍍も浸水されるなど、色々な困難を乗り越えた工事で完成。古くはカンボジア

再建の為、復興の第一歩「日本橋」・メコン架橋建設「きずな橋」など。 

  ※所長の話 現地での機材の調達の苦労話。建設用地確保の為の地元民立ち退き交渉、中国企業との比較問題など。 

 

  4，水セクター支援 

  カンボジア水道事業としてＪＩＣＫは、1933年にプノンペン水道公社への支援を開始。水道設備の改善や効率的な水

質管理・運動能力の向上を行っています。20年以上にも及ぶＪＩＣＫ支援によってプノンペンの水道は「プノンペン

の奇跡」と国際的にも認知されるほど驚異的に進化を遂げました。又、水道事業、人材育成のプロジェクト開始。 

  ※コメント 水道水が飲める国は世界で15ヶ国。東南アジアの水道料金は1.5㍑約25円。 

 

  5，カンダルスタン灌漑施設改修・改良工事（無償資金協力）給与額1740億円 2005年度 

  場所：カンダル州 カンボジアの稲作を中心とする農業が主要産業、全国で灌漑施設が整備されているのが18％に過

ぎず、当時、ポルポト政権下（1970年代）に建設されたが機能的に不完全な水路が多かった為、施設の老朽化が激し

い状態で灌漑用水の安定的確保を図る事を目的として、本灌漑システムの改修・改良に係る無償金協力をしました。 

 

  6，シハヌークビル港コンテナターミナル整備事業（有償資金協力） 

  カンボジアで唯一の大水深港である。又、カンボジア屈指のリゾート地であり、アジアの貿易港としての玄関口の一

つとなっている。 



  ※コメント 前国王ノドルム・シハヌークの名前を取った町。 

 

  7，小学校校舎建設事業（無償資金協力） 

  今回は皆様も記憶にあると思いますが、テレビ番組で島田紳助の行列の司会をやっていた時、芸能人が書いた絵をオ

ークションにかけて売上を資金としてカンボジアに学校を建てるのがあったと思います。その後10年程経ちましたが、

現在は、調査をしていると明るくない話題。食料が滞っており、子どもたちが腹を空かせている。貧困や病気の為、

通学が出来ない子どもたちがいます。ちなみに紳助の校舎建設費は800万円ぐらいと思います。日本ではそんなにた

かくもないでしょうが、建設費用もさることながらその後の運用資金もかなりの金額が必要となる。現在では廃校に

なっている学校もある。番組の企画やボランティアなどで学校建設プロジェクトを推進するのは素晴らしいのですが、

その後の運用面のフォローが大事です。 

  ※コメント ハードの面も大事ですがソフト面のフォロー、子どもたちの食料支援・教員手当金支援など。 


