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「夢をかたちに」 

(李東建会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

例 会 記 録「米山奨学生を迎えて」 

第 1４４４回夜間例会 
平成２０年１０月８日(水) 井波文化センター  
１．点鐘 小西会長 

２．ソング「我等の生業」 

３．月結婚記念日：横山幹会員（20 日）山本会員（25 日） 

  

４．月誕生日：斉藤彰会員（4 日）横山幹会員（8 日）助

田会員（12 日）村松会員（13 日）米道会員（19 日） 

５．バースディソング 

  

 

６．ゲスト紹介：クルニアワン・ボブシ・アリフ君(米山

奨学生) 付き添い：地区米山奨学会副委員長 前川

俊郎氏  

米山

奨学生・ボブシ君と地区副委員長・前川氏 

   

７．会長の時間…「本日は大変蒸し暑いですが、24 節句

の『寒露』ということです。米山奨学生のボブシさん、

前川さんようこそ。本日は会長の独断で、南砺市長選

挙に出馬予定の清都邦夫前副市長をお招きしました。

当クラブに在職 13 年で、チャーターメンバーでした。

当クラブ会員の浅田市議ともども、頑張ってほしいと

思います。10 月は何かと行事が多く、先週は庄川美

術館で細川毅木工芸展を鑑賞し、月末には家族親睦旅

行もありますので、よろしくお願いいたします。」 

８．幹事報告…「10 月 29 日は秋の家族旅行ですが、和倉

温泉に行く予定です。よろしくお願いいたします。」   

９．委員会報告…①親睦委員会(代理)：和倉温泉と、辻口

博啓美術館（砂糖の芸術作品の展示）を観光します。

②社会奉仕「いい歯の日キャンペーン」(山本会員)：

今年は、ショッピングセンター・アミューで午後 0
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時半から 1 時半まで活動をします。同店内の『筑子』

で、それまでに定食などを摂って下さい。【案内文書

配布：最後に再度添付】③出席委員会(代理)：25 名中

17 名出席(出席免除者 7 名中 5 名出席)・・・出席率

73.91％    

１０． その他のゲスト…清都邦夫氏（前南砺市副市

長）「久しぶりに、ロータリーに出ました。ご承知の

通り、来る南砺市長選挙に、出馬する予定です。意思

表示が、相手候補者より遅く、選挙前運動も知事選の

影響もあり、差があり苦労しています。4 年間、副市

長として、また、合併前の井波町長として、いろいろ

課題も多く、これらをしっかり仕上げ、この合併を成

熟させるために力を注ぎたい所存です。例えば、これ

から更に職員を 200 名減しないといけないこと、分

庁舎方式はこのままでいいのか、旧町村名復活問題な

ど、わかりやすい市政へ、検証していき、南砺市が一

体感を持てるように、しなければならないと考えてい

ます。皆様のお力を清都にお与え下さい。」 

    
１１． ニコニコ BOX(助田 SAA：本日 9 名 16,000 円) 

前川地区米山奨学会副委員長様：（有難うございまし

た。） 

清都邦夫氏：久しぶりにロータリーに来ました。 

小西会長：米山奨学生ボブシさん、前川さんようこそ。 

河合副会長：ガバナー月信に記事が載っていました。 

 斉藤彰会員：いろいろご迷惑かけました。その節は見舞

いを有難うございました。これから出席しま

す。 

斉藤彰会員②：誕生祝有難うございます。 

 横山幹会員：本日が誕生日です。 

 浅田会員：また、頑張ります。 

 山本会員：結婚記念祝を有難うございます。米山奨学生

ボブシさん、前川さんようこそ。 

 助田 SAA：6 次上海研修会いってきました。森ビル、

大繁盛でした。 

  (10 月計 16,000 円：年度累計 141,000 円) 

卓話「米山奨学生になって」      
クルニアワン・ボブシ・アリフ君 

（同伴）前川地区副委員長：本日は、昼の例会と

勘違いして、カウンセラーの若野恒彦氏（高岡

RC）が都合が悪く、ピンチヒッターで参りまし 

た。現在地区には 23 名の米山奨学生がいますが、

石川・富山両県には、奨学金をもらっていない留

学生もまだまだ多く、何とかしたいものです。本

日はよろしくお願いします。 

前川副委員長 

ボブシ君：私はインドネシアから来ました。

JAYABAYA 大学を卒業後、富山大学工学部

に研究生で 03 年に来日し、6 ヶ月、語学研

修センターで学び、04 年に富山大学大学院

理工学・教育部数理・ヒューマン科学専攻に 

ボブシ君 

入学しました。学生時代に貯めた最初の生活

費と授業料のみを持って来日しました。両親

には金銭的な負担をかけたくないので、国か

ら送金無しで、来日してから、語学研修して

いない時間は昼夜アルバイトをしました。新

聞配達や深夜アルバイトもして、一日 4 時

間しか睡眠時間をとらず、1 週間の食費を
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1000 円にして、1 日 1 食で過ごしました。

体重も１２ｋｇも痩せました。お蔭で、大学

院入学金や授業料、生活費をためることがで

きました。米山奨学生になることができて、

研究に打ち込めるので、大変助かっています。 

 
 大学では、「濃霧時の船の運行の助けにな

る灯りの研究」ということで、LED の灯を

研究しています。濃霧時にはどうしても

LED の明るさが低下するので、どのような

色がいいか検証しました。学会では、県内外、

国外でも発表しました。 
 さて、私の母国インドネシアについて、お

話します。【以下、配布のプリントより】 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
    インドネシアの遺産 
 インドネシアはアジア大陸の南西にある

島国です。赤道直下にあります。周りは海と

他国です。北にマレーシアとブルネイとフィ

リピンと太平洋があり、南にオーストラリア

大陸と東ティモールがあります。南西にイン

ド洋、西にニューギニアがあります。面積は

約 189 万ｋ㎡（日本の約 5 倍）。島国は 7,504
島（内 6,000 島は無人）。世界６大島の３つ

がインドネシアにあります。ボルネオ島

（539.460ｋ㎡）、スマトラ島（473.606ｋ㎡）

とパプア島（421.981ｋ㎡）。人口は約 2.22
億人で、世界で 4 番目に多く、民族も多い

です。740 くらいあり、パプアだけでも 270

あります。世界で 1 番多い民族です。首都

はジャカルタ、インドネシアの人口の 6 割

ぐらいはジャワ島に住んでいます。 

 

 インドネシアにしかいない動物は、コモド

オオトカゲとオランウタンです。コモドオオ

トカゲの進化系統は恐竜時代に遡ります。そ

の後様々な過程を経て現在のような姿にな

ったと考えられます。最大全長 313ｃｍ、体

重は 166ｋｇです。コモド国立公園として世

界遺産に登録されています。オランは人間の

意味、ウタンは森の意味、ということは森の

人間という意味です。なぜなら、オランウタ

ンは体の動きが人間に似ていて、森の中にい

ます。 

 
 インドネシアで文化的世界遺産は、中央ア

ジアにあり、ボロブドゥール寺院です。8 世

紀後半～9 世紀前半（780 年～833 年）に建

てられた世界最大の大乗仏教寺院です。ボロ

ブドゥール寺院はジャグジャ市内から北西

に 40ｋｍ（車で 1 時間ほど）の場所にあり、
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広大な遺跡公園の中に建っています。建物は

丘の上に盛り土をし、外側に安山岩のブロッ

クを積み上げて建造されました。その為内部

に玄室などの空間はありません。基部は四角

形で１辺が約 120ｍ、高さは 35ｍあります。

寺院は 9 層からなり、最頂部のストゥーパ

が天上界をあらわします。回廊は第一から第

四まであり、壁面全てにお釈迦様の物語がレ

リーフで描かれています。東側の正面入口か

ら階段を登って、時計回りに回廊を巡ると物

語りを順に追うことができます。そのパネル

は全部で 1460 枚あるそうです。回廊の全長

は 5ｋｍにも及ぶそうで、じっくり見てまわ

るととても時間がかかります。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 食事は、ＳＡＴＥと言われる焼き鳥やナシ

ゴレンが有名です。果物はバナナが豊富で何

種類もあります。 
外にも、プランバナン寺院も世界遺産の一

つです。 インドネシアには、有名な活火山、

クラカトゥとケィムツがあり、過去に甚大な

被害を及ぼしました。 

 

 

 
 観光地は、なんと言ってもバリ島で、そこ

から眺める日没は、なんともいえない美しさ

があります。        【要約：山本】 
 

 

 

 
【編集後記】 

今回の米山奨学生のボブシ君の話には大変感動しまし

た。1週間 1000円で、1日１食で生活できるのだろうか？

終戦直後の苦学の学生か、勘当されてまでも仕送りを拒

否してアルバイトと勉強を独立させたごく一部の人の話

を聞いたことはあるが、ここまで、切迫して向学心のあ

る強い気持ちを持った現代人が目の前にいることが衝撃

でした。 

前川氏の話のよると、まだまだ、貧しい留学生も多い

といいます。ロータリーに課せられたものはこれからも

大きいようです。 

「ホームレス中学生」という本が流行ったが、今の若

者に聞かせたい話でありました。 

ところで、「いい歯の日キャンペーン」の案内をこの後

ろに添付します。よろしくお願いします。 (山本武夫) 
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井波庄川ロータリークラブ 
「
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「２２００００８８年年いいいい歯歯のの日日キキャャンンペペーーンン」」  

共催：And You (あゆ) の会 

日時 平成２０年１１月８日（土）午後 0 時半～１時半 

場所 ショッピング・アミュー (福野町寺家新屋敷 366 番地   ℡0763-22-1400） 

キャンペーン内容 
① 啓発普及：フッ化物応用チラシ・パンフ配り 
② 簡単なアンケート（回答者に粗品：ミネラルウォーターまたはお茶） 
③ 広報：And You (あゆ)の会活動 
④ 見本展示：フッ化物配合歯磨剤、フッ化物洗口剤等 
⑤ 健康相談：むし歯予防のためのフッ化物応用について 
主催 井波庄川ロータリークラブ、And You (あゆ)の会 
協力 南砺市歯科医師会、ショッピング・アミュー 
協賛 ライオン歯科材（株）、ビーブランド・メディコ・デンタル（株）、ゾンネボード製薬  

 
「キャンペーンの目的」 
健康はみんなの願いです。11 月 8 日（いい歯の日）に、県民が丈夫な歯や歯肉で何でも食べられるよう、お口や歯の健康づ

くりを呼びかけ、全身の健康の保持増進に寄与することを目的とします。国や日本歯科医師会は 8020 運動を進めており、「健

康日本２１」で国民の目標を挙げています。それらすべての出発点は歯を健康に保つ，つまり，むし歯にならないように予防を

しっかりすることです。富山むし歯予防フッ素推進市民ネットワーク【And You (あゆ) の会】は、県民や国民全体がフッ

化物の正しい知識を持ち，優れた方法で健康である政策が進められるよう努力し、井波庄川ロータリークラブは、地域における

社会奉仕活動の一環として、施設等の社会支援のため、この事業に協力いたします。是非，私達のこの活動をご理解頂き、諸外

国では常識となっているむし歯は過去の病気である世界を実現するために，ご協力をお願いいたします。 

（連絡先） １． 〒932―0231 富山県南砺市山見 1134―１   山本武夫歯科医院 
              TEL 0763―82―5323  FAX 0763―82―6695 
            E-mail:ymmt@f-take.com       URL  http://www.f-take.com

And You (あゆ) の会のHP http://www5.ocn.ne.jp/~motobuu/
２．井波庄川ロータリークラブのHP http://www.f-take.com/inasho-rotary.htm
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