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原、太田、田中、布川、鈴木さん

71.42％ ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(1名 ) 桜川さん
す ね ････。 私 も

君が代・奉仕の理想

色んな仕事をし
ていますけど来
年は色んな組合
などの役職は全
部 降 り ま す の で、
よろしくお願い
します。

◇出席報告
◇ゲスト： NPO法人コンフロントワールド
荒井昭則代表

亀 ケ 川愛さん

桐原さん

◇おめでとうございます
結婚記念日：石山智司会長(12/3)：
一緒になって45年経ちます。45年も一緒ですと同
士という感じで奥さんという感じではありません。
昨年1月26日に息子が亡くなって、来年1月で3回忌
になります。いなくなって初めて分かるものなんで
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百瀬恵美子委員

◇会長報告

石山智司会長

☆瀬戸亨一さん：
大磯町からサッカーゴール感謝状授与式 を行いた
いので12月23日(月)か12月24日(火)10時半から12時
の間で行いたいとの申し入れがありました。会長、
幹事はじめ出来るだけ多くの方が出席出来る日を選
びたい。
協議の結果 23日(火)11時より 大磯町役場本庁舎3階
公室に決定＝会長始め7名参加予定。
サッカーゴール納付は12月19日15時 頃予定です。大
磯町からは国府小学校校長、教育委員会代表参加。
会長始め4～5名参加予定。

1．12月11日(水)に会長･幹事会の忘年会があります。 ☆スマイルボックス
2．12月19日(木)夜間例会＝総会がありますので出

河本親秀委員

席お願いします。

◇幹事報告

桜川誠幹事

・石山智司会長 ：コンフロントワールド荒井さん、
亀 ケ 掛川さん桐原さんようこそ、卓話よろしくお願
いします。結婚記念日祝のお花有り難うございまし
た。45回目です。今では家内と言うより同志です。
回覧：

・ 百瀬恵美子さん ：石山会長おめでとうございます。

1．年次総会のお知らせ

コンフロントワールドの荒井さん始め皆さんようこ

2．ガバナーノミニー確定宣言：2022-23年度ガバナ

そ。よろしくお願いします。

ミニーは津久井中央RCの佐藤祐一郎氏に決定。

・守屋紀忠さん ：石山さん結婚記念日おめでとうご

配布物：

ざいます。コンフロントワールド荒井代表卓話楽し

・会報第2485号

みにしています。

・ロータリーの友12月号

・新宅文雄さん ：石山会長結婚記念日おめでとうご
ざいます。コンフロントワールド荒井さんようこそ。

◇委員会報告：
☆河本親秀さん：

「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」中村哲
様凶弾に倒れる、残念だ!!

今日は私の卓話の日ですが、コンフロントワール

・瀬戸亨一さん ：コンフロントワールド荒井さん、

ドの3人さんに来て貰いました。というのは ウガン

亀 ケ 川さん、桐原さんようこそ。ウガンダではお世

ダトイレ建設 の計画がスタート後4ヶ月という事で、 話になりました。楽しくすごせたのもみなさんのお
かげです。ありがとうございました。
一応12月に完了予定なので、クラブの皆さんへの報
告のお願いと 報告書をまとめる準備 をするための打

・河本親秀さん ：コンフロントワールド荒井代表、

合せをしたくお出で願いました。

亀 ケ 川さん、桐原さんようこそ、お話を楽しみにし
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ています。石山さん結婚記念日おめでとうございま

＝活と権利が保障され、誰もが自分の未来を

す。何時までもお幸せに。新宅さん、百瀬さんお土

られる社会の実現＝

決め

産有り難うございました。

◇卓話
◆◇◆ウガンダトイレ建設報告 ◆◇◆
NPO法人CW代表

荒井

昭則さん

日本からウガンダ渡航概要＝成田 →韓国→エチオピ
ア→ウガンダ約24時間のフライト
9月8日、台風15号来襲直前、大磯RC会員の瀬戸さん、
荒井、桐原の3人で成田を出発。
亀 ケ 川さんは先に渡航済み。当日はフライトの半分
はキャンセルされていて、運良く出発出来た。（そ
パワーポイント
を 使 っ て ､ト イ レ
建設の現況につ
いて報告があり
ました。

のあと15号が成田を直撃、停電で3千人以上が空港
内に閉じ込められたり千葉県全域に停電が発生した
など大被害があった)
食事は現地食 ＝甘みの少ないバナナ(マトケ)の揚げ
物＝ジャガイモの代わり?＝を毎日食べていた。 レ
ストラン ＝写真のような何でも屋のような建物です。
出される山羊とか牛の肉類は冷蔵庫がないので、肉

未だ建設途中なので終わりましたらきちんとした報
告書を作成しますが、今日は現状の報告をします。
CWは主にウガンダで活動しており、 貯水タンク、ト
イレ建設 の仕事をしています。他に 難民の支援 をし
たり ウガンダの女性が作った小物 の日本での販売な
ども行っています。
昨日アフガニスタンで医師の中村哲さん（NGOペシ
ャワール会代表)が撃たれて亡くなりました。この
方は最初パキスタンで感染症の医療をされていたん
ですが、アフガニスタンで砂漠に用水路を作ってお
られるところを狙われた。僕たちも貯水タンクとか
水のインフラを作っている。アフガンとウガンダで
は砂漠地帯と、雨の降る湿地帯と状況は違うのです
が、僕たちも注意して行かないといけないなと思い
ました。
今回のウガンダ渡航はどうであったかをお話しし
ます。
コンフロントワールドのビジョン ：
「不条理のない世界の実現」

屋から買ってきて直ぐ料理するので新鮮で美味しい
が、直ぐ飽きる････。
渡航中は雨期で、一日中雨が降ると言うようなこと
はないが1日1時間くらいスコールのように降る。
現地NGO ジェドヴィック事務所訪問

JEDVIC（Join

t Efforts for the Development of Orphans & Oth
er Vulunerable Children)。
ブタンバラ県庁訪問 ： 瀬戸会員が大磯ロータリーメ
ンバーの写真を見せたり、河野太郎外務大臣とのツ
ーショット写真 などを見せながらロータリーや日本
の説明など。
建設トイレ：1棟2戸(大人用と子供用)
トイレは家族だけでなく、近隣の家族も利用してい
る
学校に建設された貯水槽と新しい貯水槽建設： 新し
い貯水槽の校内の建設場所は瀬戸会員の専門的アド
バイスにより決定されたとの事。
大磯RCとのプロジェクトはHIV患者のいる家族の
ために作っている。この病気の人達は免疫力が弱く
ちょっとした感染で命を落とします。このトイレが
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命を救うと自信を持って活動しております。

この報告書を見ながら3人さんの説明を聴いて、

トイレ建設資金は大磯ロータリークラブ、建設はコ

トイレの造り、具体的な建設作業、使用する家族の

ンフロントワールドとジェドヴィックこの3者がワ

様子などの様子がよく分かり、とても楽しい” わい

ンチームとなって現場の課題を解決して行ければと

わい がや がや ”の話、意見の交換が出来ました。

思います。全部が出来上がりましたら報告書をお送
りしますので楽しみにして頂ければなと思います。

トイレ建設10戸完成は12月15日の予定

亀 ケ 川さん ：
大磯RCから瀬戸さんを送って頂いて、瀬戸さんを直
接紹介出来たことをジェドヴィックのディクソンさ
んは喜んでくれて、そして直接お礼が言えたことが
大変嬉しいと言っていました。有り難うございまし
た。
ジェドヴィックはブタンバラ県にあり、その事務所
周辺に優先的にトイレ建設をしていましたが、そこ
から発展して他地域に建設しているとの報告を頂い
ています。県庁の人々もそれを大変喜んでいると報
告を受けています。
瀬戸さん ：ロータリーと大磯RCの代表で行かせて頂
きました。だけどこの報告書には瀬戸､瀬戸､瀬戸と
書いてありまして＝報告書のジェドヴィックのディ
クソンさんの文面は瀬戸さん名が満載!?されている
＝嬉しいんですけど恥ずかしい･･･、一応行ったも
ん勝ち??…＝会場爆笑(^_^)＝来年誰か行きません
か??!!
点鐘＝石山会長 ：コンフロントワールドの荒井さん、
桐原さん、亀 ケ 川さん卓話どうも有り難うございま
した。百瀬さんリンゴ有り難うございました。瀬戸
桐原さん：

さんカレンダー有り難うございました。新宅さん八

この度は御寄付頂き有難うございます。そのご寄付

つ橋有り難うございました。

で新しく10軒のトイレを建てている様子がジェドヴ

例会終了後理事会を行います。

ィックのディクソンさんから送られてきた写真。文
書を報告書＝9月25日～11月23日の5回＝を8頁（配

以

上

布)にまとめましたのでご覧下さい。
ウガンダトイレ建設プロジェクト報告書作成打合せ
：例会後CWの3名、河本さんと瀬戸さんの5名で､ト
イレ建設プロジェクト完成後の地区／ロータリー財
団への報告書作成の事務的な打合せ(約1時間)を行
いました。
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