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 RI 第２６１０地区   

 東となみロータリークラブ会報 

     2014-2015年度 No.14 

事務局 〒939-1635 富山県南砺市福光 7336-4福光会館 3Ｆ 

ふくみつ光房内 TEL 0763-53-1333ＦＡＸ0763-53-1334、

inashorc@athena.ocn.ne.jp 

2014-2015年度 会長 坂井彦就 、幹事 岩崎 修 

2014-2015年度 RIテーマ  

 

「ロータリーに輝きを」 

(ゲイリーC.K.ホァン会長) 

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

            例 会 記 録(米山奨学生卓話) 

第１７４０回例会 

平成２６年１０月１日(水)ＰＭ0：30よいとこ井波 

１．点 鐘 坂井彦就会長 

２．国歌「君が代」斉唱 

３．ソング：奉仕の理想 

 

４．ゲスト：①米山奨学生 ムハマド・アジ・ビン・チェ・

セリマン君 

②米山カウンセラー 阪口政博君(高岡西 RC) 

③地区米山記念奨学会委員会 寄付増進担当・副委員長 

小柳善裕君(白山石川 RC) 

  

           

５．月結婚記念日：横山幹会員(20日)山本武夫会員(25日)

岩崎修会員(27日) 

  

６．月誕生日：齋藤会員(4日)横山幹会員(8日) 

 

７．会長の時間：米山奨学生のムハマド・アジ君ようこそ

いらっしゃいました。後程、卓話よろしくお願いしま

す。米山カウンセラーの阪口政博さん、米山記念奨学
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会委員会の小柳善裕さんようこそお越し下さいまし

た。米山奨学生の素晴らしさにつきましては、河合委

員長当番の卓話時にDVDを見て素晴らしい事業だと

改めて感じました。我々ロータリーがその活動を行っ

ていることに非常に誇りに思います。アジ君もしっか

り勉強され、世界に貢献されますように期待しており

ます。 

一週間の出来事についてお話しします。９月２６日

に新幹線関係の宣伝活動で東京に行ってきました。都

会では朝活、朝大学と称する早朝の勉強会がブームと

なっています。日本橋の会員制の高級居酒屋で大手企

業の会員 100人位が集まってた中で、富山の PRを行

ってきました。富山出身の方も少しおられました。「お

いしい富山の朝ごはん」を食べていただいた。私は、

富山の食は何故美味しくて良いのか、朝ごはんのルー

ルなどを話ししました。朝の 7時 30分～8時 30分く

らいでしたが、私の話と食事をとってもらいました。

また、県内のモデルコースの紹介も行いました。会場

は朝からすごく盛り上がっており、異様な感じがしま

した。中にはスマホ等に取り込んですぐに飛ばしてお

られるなど、何百人の人々に流され、口コミ口コミで

広がっていました。何か景品をということで宿泊券を

出し、一緒に行きました観光大使とジャンケンして勝

った人に差し上げました。前日は、東京富山県人会の

メンバーの企業回りを行いましたが、同郷の好みとい

うこともあり、よく話を聞いていただきました。26

日の午後は呉西地区の説明会があり、JR 等沢山の方

とお会いしましたが、JR の方から言われたことに、

「金沢にお客さんを全部とられると言うけど、そんな

心配はいらない。」「富山にも必ずお越しになられま

す。」と言っておられました。そんなことをお聞きし、

大変心強く思いました。 

８．理事会・委員長会議・幹事報告：①10－12 月のスケ

ジュールについて、10/22、職場例会、昼の例会で、

場所は三楽園。表彰を行い、受賞者から卓話をして

もらう予定。内容は会長に一任。11/5、R財団につい

て、C.A.の予定、担当山本武夫委員長。11/8 いい歯

の日キャンペーン。今年はアミューで、午前 11：30

～13：00 頃まで。昼食を準備する予定(店内で？)。

11/19ロータリーデー、予定多少変更、後日詳細はお

知らせします。夕方より、三楽園にて。当日、会員

一人あたり 1名をゲストで招待する事。11/26秋の家

族旅行は 12/7 日曜日に延期(参加予定者が少なくな

るので)、代わりに当日は通常例会にして、11/19 に

出来なくなったグループディスカッションを予定。

12/3 年次総会、浅田会長エレクトは、役員名簿を提

出。12/17クリスマス家族例会を三楽園で予定。その

他、11/23福野の街路樹清掃を予定。②10/5地区大会

は乗り合わせで行くよていですが、駐車場の関係で、

城端線を利用する予定です。井波交通広場は、11：

15 出発。③ガールスカウト県大会が井波で、10/13

開催予定、青少年健全育成の立場で、協賛を予定。26

年度１万円をクラブから出します。④広島豪雨災害 

義捐金御礼が地区から来ています。地区総額で、

2,273,525円となったそうです。⑤例会の変更につい

ては、事務局に確認の事。 

９．出席報告(齋藤委員長)：会員数 18 名本日 15 名出席、

83.33％。 

１０． 委員会報告：①雑誌広報委員会(三谷委員長)：

今月号の「ロータリーの友」は職業奉仕月間、米山月

間なので、これらに関する記事が掲載されており、お

読みください。又、ロータリーデーに関するものもあ

ります。職業奉仕といえば、今、中学生の「14 歳の

挑戦」が始まっています。一頃、ロータリークラブが

支援して、この事業を進めようという話もありました

が、今は如何でしょう。とにかくこの地域は、この事

業はロータリーの力を借りなくても、うまくいってい

ます。 

１１． ニコニコＢＯＸ(SAA：本日 10名) 

阪口米山カウンセラー①：無題 

阪口政博様(高岡西 RC)：本日は米山奨学生のムハマ

ド・アジ君の卓話の機会をおつくり頂き有難う

ございます。 

小柳善裕様(白山石川 RC)：米山記念奨学会委員会寄付

増進担当の小柳です。本日はアジ君の卓話に同

行しました。 

坂井会長：ムハマド・アジさん、ようこそお越しいた

だきました。卓話楽しみにしております。 
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岩崎幹事：結婚祝有難うございます。24 年目になりま

す。ムハマド・アジ君、ようこそ、卓話よろし

くお願いします。阪口さん、小柳さん、ようこ

そ、ゆっくりしていって下さい。 

         

齋藤会員：アジ君、阪口さん小柳さん、ようこそ！誕

生祝い有難うございます。新米とれました。少

しですが、帰りにお持ち下さい。(出席者全員に、

５ｋｇづつ頂きました。) 

河合会員：米山カウンセラー、奨学生の皆さん、よう

こそ。本日の花、オケラという変な名前ですが、

貴重な種類です。 

横山幹会員：誕生日 8日、69回目です。結婚記念日 20

日、今日ある命に感謝します。二重の喜びです。 

高瀬会員：先日金沢でロータリー交換留学生の選考試

験に行ってきました。16名出願、10名合格の狭

き門でした。当クラブからそのうち応募者が出

ればと思いました。所用で早退します。 

中島会員：ゲストの米山奨学生ムハマド・アジ・ビン・

チェ・セリマンさん、カウンセラーの高岡西 RC

阪口様、寄付増進担当副委員長白山石川 RC 小

柳様、ようこそいらっしゃいました、齋藤さん、

御苦労頂いた新米有難うございます。 

山本武夫会員：米山奨学生ムハマド・アジさん、本日

はようこそ。後程、卓話をよろしくお願いしま

す。米山カウンセラー阪口様、地区委員会の小

柳様、ようこそいらっしゃいました。結婚祝あ

りがとうございます。30何年目か忘れました。 

  

本日の花：①オケラ〈河合会員提供〉 

 

米山奨学生卓話「五年半の日本留学」 

ムハマド・アジ・ビン・チェ・セリマン君 

アジ君：マレーシアから来ました。富山大学教育学部２年

生です。昨年までは、「マレーシアとイスラム語」という 

卓話をしていましたが、分りにくいと思い簡単なタイ 

トルで卓話します。 

 

 

まず自己紹介です。私のフルネームは、ムハマド・アジ，

ビン・チェ・セリマンです。1989 年 5 月 12 日生まれの

25 歳です。ビンと言うのは、父であるチェ・セリマンの

息子であるということです。マレーシアの面積は日本と同

じくらいですが、人口は日本の４分の１くらいです。マレ

ーシアは、東南アジアのマレー半島南部とボルネオ島北部
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を領域とする連邦立憲君主制国家です。それではスライド

によりお話をします。（以下、スライドを基に説明がある。） 

 

スライド① KAD PENGENALAN 

      MALAYSIA の説明 

スライド② 大家族の集合写真 の説明 

スライド③ 兄が大学卒業後、マレーシアのソニーに就職

し、２年前に日本に行くことになった。私が日本に連れて

行ったことがあり、うれしかった。 

 

 

スライド④ 大学での集合写真 チームでポスターチラ

シ「男らしい新聞」を作って発表しました。 

スライド⑤ 先生、友人たちとの卒業写真 Utusan新聞

記事・写真 

スライド⑥ 日本に来た時の富山大学での写真（桜の季

節） 

 

 

スライド⑦ 学部での活動写真（花見・花見・紅葉・スノ

ーボード） この時はまだ、日本人の友達はいなかった。 

スライド⑧ 部活動写真 留学生は私一人。この時に日本

人の友人が沢山できた。模擬店で焼きそばを作ったり、ス

ポーツ大会でバスケットをしたり、夏休みには合宿を行い

ました。 
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スライド⑨ 両親が日本に来た時の写真 １週間、日本各

地を案内しました。父は日本車が好きなのでトヨタの工場

へ、母は寿司が好きなので寿司店に連れて行きました。人

生の中で一番楽しい１週間でした。 

スライド⑩ 日本機械学会北陸信越支部の写真 ロータ

ークラブのお陰でいろんな交流が出来ました。米山奨学会

入ってからは日本人以外の人との交流も出来ました。私は

まだ就職していないので、RCに入って良かったと思って

います。日本に来る前はエンジニアになろうと思っていま

した。日本に来てからは、日本の大学の工学のことを学び、

毎日の生活の交流も学べました。このことをマレーシアの

皆に伝えたいと思っています。これまで他の人のお陰で今

の自分があります。卒業した後、今いただいている奨学金

の代わりに学んだことを通してお返ししたいと思ってい

ます。今は修士課程ですが、このあと博士課程に進みたい

という目標を持っています。御静聴ありがとうございまし

た。 

 

         (坂井会長より、アジ君へ御礼) 

 

   

阪口カウンセラー：数年前に 1000 名いました奨学生が

700名に減っています。米山記念奨学会の寄付金が奨学生

の数に比例しています。私は仕事で中国に行く機会があり、

その時に会社の幹部の方が私のバッヂを見て「その節は大

変お世話になりました。」と声をかけられました。米山奨

学生だったと話されました。貴クラブは 1979 年 4 月 12

日設立されましが、当時は 2610地区ではなく 261地区と

なっていました。この地区が三重、岐阜と分かれ富山、石

川となった年であります。1978年 79年は、実際は 38ク

ラブ、1805 人で無理やり分割されましたが、その当時は

大体 40 クラブ 2000 人が地区の規模とされていました。

その年、３クラブが増強され、その内の一つが井波庄川

RCであります。41番目のクラブであります。当時、当ク

ラブ出身のパストガバナー四津谷道昭さんもよく足を運

ばれたのではないかと思います。これからもお付き合いを

よろしくお願いします。 

 

 

小柳地区副委員長：本来なら露払いということで最初にお

話ししなければなりませんでしたが、内容を少し変えてお

話したいと思います。平成２６年６月末現在、全国３４地

区中、普通寄付の額が 16,05,8750 円で全国第６位、特別

寄付が 19,227,500 円で全国第２０位です。合わせますと

3,500万円余りになりますが、全国で第１５位であります。

しかし、一人当たりの平均金額は全国第２位となっていま

す。ちなみに１位は東京です。ガバナーもおっしゃってお

られますが、米山奨学金についてはなかなか徹底しない面

日本にしかない米山奨学会ですので、もう少しいろんな機

会に周知していただくことが必要であると思っています。 

アジ君は今日で４回目の卓話であります。当地区には１７

名の奨学生がおられ、×４で６８クラブになります。もっ

と皆様に米山の実態を知ってもらいたいと思います。これ

からも続けて寄付をお願いし終わります。 


