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その後、主な活動として1908年ボーイスカウト、
1912年ガールスカウトの設立に援助。1916年：国
際ロータリークラブ連合会に青少年活動委員会設立。
1920年：アトランタロータリークラブが6名の大
学生を対象に奨学金制度を始めました。1944‒45年
度：スウェーデンでは、ロータリアンが戦争で家を
失った32 ,000人のフィンランド児童の救護を行い
大きな役割を演じました。1949年：RI理事会によ
って【各ロータリアンは青少年の模範】というスロ
ーガンが採択される。1962‒63年：インターアクト
の発足。1968‒69年：ローターアクト発足。1970‒
71年度：青少年.指導者養成プログラムRYLAの採
択。1995年度：ハーバート・ブラウンRI会長は、
未来を担う青少年に恵まれた環境を与える為に、健
全な家庭の大切さを強調しました。1998年規定審
議会：四大奉仕に青少年奉仕を加えて五大奉仕にす
る提案がなされたが、これはロータリーの奉仕概念
を変えるものとして、却下されました。しかし、昨
年、RI規定審議会で正式に青少年奉仕委員会とし
て従来の四大奉仕に加えて五大奉仕となりました。
私は世界の久遠の平和の為に、次の世代に対する対
策が如何に重大であるか、考慮しなければならない
と思います。
9月20日、銚子ロータリークラブ国際奉仕委員

会が正式行事の一環としてフィリピンミンダナオ島
ダバオ盲学校支援プロジェクトに出発します。長年
の布石準備期間を得ての実現です。皆さんの協力と
ロータリー財団地区補助金を得て活動されますが、

台風18号が日本列島を
縦断して、各地に災害をも
たらしましたが、運よく銚
子はさほど被害もなくほっ
としました。皆様はいかが
でしたでしょうか。さて9
月は、青少年のための月間
（以前は、新世代の為の月
間）ということで、千葉科学大学留学生の金ユリ様、
キムヘソン様、ピョーサンディマウン様の3名にお
いでいただき有難うございます。
1908年：冬の寒い日、売れない新聞を抱えて震

えている少年をシカゴクラブの会員が例会場につれ
て行き、新聞を全部買ってやり、ある会員は手袋を、
ある会員はマフラーを与え激励して帰した。これが
ロータリーにおける青少年奉仕の第一号として記録
されております。

今週のプログラム
「観月会」

前回の例会報告（9月18日）
点鐘：宮　内　　榮　会長
ロータリーソング：
　それでこそロータリー

第2775号（2013年9月25日発行）

会長挨拶会長挨拶
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申請に当って、高橋宏資委員長の名文による申請書、
そして会員皆様の協力の賜物と思います。今回の現
地出張活動者は7名です。成果を収めた暁には良い
結果報告を会員全員が首を長くして待っています。
尚、団長は、信太秀紀副会長です。以下、高橋宏資、
宮内秀章、宮内龍雄、高木浩一、金島弘、金ユリ。（順
不同）皆さん誰も心配していませんが、ただただ無
事に帰還することを祈るのみであります。フイリピ
ンの皆様に、銚子ロータリークラブ会員の気持ちを
宜しく伝えてください。

米山奨学生
　金　ユリ　さん

✌ 兒 玉 英 子　会員 ✌
　さざんか園の敬老会に宮
内様が御出席下さりありが
とうございました。
　おかげ様で盛大ににぎや
かに出来てお年寄りの方々
が大喜びでした。

✌ 白 濱 龍 興　会員 ✌
　先週やっと夏休みがとれ熊野三山を参って来まし
た。寿命が10年のびるとのこと。

✌ 坂 本 尚 史　会員 ✌
　CISフォーラムの案内状
をお配りさせて頂きました。
今年は化粧品の話ですので
奥様方のご参加をお待ちし
ております。

2014 ‒15年度
国際ロータリー第2790地区
第7分区ガバナー補佐
 杉　山　俊　明　会員

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

白　濱　龍　興　会員
　　　　　（9月16日）

★☆★☆ 結婚記念日おめでとうございます ☆★☆★
佐　藤　直　子　会員　（9月15日）

親睦活動委員会
　 佐 藤 直 子　委員長　
来週の25日㈬に観月会を開催します。宜しくお願い
します。

【活動計画書拝受】松戸東RC
1 . ポール・ハリス・ソサエティ会員募集の件
2. ガバナー月信用報告　 9月分データの件
3. 地区大会記念ゴルフ組み合わせ表のご案内

以上、ガバナー事務所
4. ハイライトよねやま　 162

  ........... 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
5. うみなり第46号  ........................ 銚子地区保護司会
6. 敬老祝賀会のお礼状

  ................................  特別養護老人ホームさざんか園

委員会報告委員会報告

幹事報告幹事報告

お客様お客様

記念日記念日

ニコニコBOXニコニコBOX

ガバナー補佐仮委嘱状交付ガバナー補佐仮委嘱状交付
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社会奉仕委員会
　大 岩 將 道　委員長
9月20日㈮　午後4時～ 5時
　銚子市役所
　　　　市民プラザ（出発式）
9月25日㈬　午後4時～ 5時
　薄幕時街頭指導
　　　　　　銚子大橋交差点　

「留学生によるスピーチ」

千葉科学大学留学生
　キム　ヘソン　君

初めまして。こんにちは。
私は韓国の兵役が終了し、
今年千葉科学大学薬学部薬
学科2年生に復学したキム
ヘソンと申します。
私の両親も韓国でロータリアンですが、このよう
に日本のロータリアンの方々にスピーチすることが
できて、光栄です。よろしくお願いします。
私が日本に来たきっかけは聞いたら変だと思うか
もしれませんが、私が高校に入った後、未来に対す
る設計が全くできませんでした。“大人になったら、
何しよう。”ってですね。ですが、私の妹が幼い頃
から、「日本で薬剤師の免許を取って、製薬会社の
研究員として新しい薬を開発したい。」って数えき
れないくらい話してきたのが、私の人生を大きく変
える契機になりました。そして、薬学大学に進学し
ようとして医薬で有名な国が日本であることを知り、
日本に来ることにしました。最初に留学を決めた時、
我が国ではなく隣の国である日本に行って勉強する
と思ったら、心配が多くなりました。1番の問題は、
皆さんが外国に行っても同じだと思いますが、言語
でした。本当に頑張りました。1年間一生懸命に勉
強してJLPT1級に合格して日本に来たおかげか、
まるで我が国みたいにすべて あ、すべては嘘です。
為替レートが高いとかが少し不便でしたが、大体は
便利な生活ができました。
私は日本の製薬会社の研究員になり、韓国と日本
の優秀な技術を集めて、共同で新しい薬を開発する
ことが夢です。
自己紹介が長くなりました。今度の話題である日

本の印象について話します。
日本の印象って言うと先程も言いましたが、やっ
ぱり医薬の優秀さですね。私が調べる前までは医薬
はアメリカが1番だと思いました。なぜなら、アメ
リカって言うと何でもTOPって感じが強くないで
すか？調べると日本がTOPなのが分かりました。
だから、もっと日本の印象が良くなりました。
2番目は親切さです。初めて日本に来た時、びっ

くりしました。なぜなら、何を聞いても親切だから
です。道を聞いたら目的地まで案内を、工事してい
るところの案内係は私1人のために工事を止めて歩
けるようにしてくれたのに、本当に感激しました。
こういう人が日本にはたくさんいてこの国に留学し
た甲斐があって、気持ち良かったです。
私でよければ世界が見ている日本の印象をもっと
良くしたいです。将来職場の仕事でとか、広告を通
じて日本の良い点を紹介します。これから私がする
ことを良く見てください。以上です。聞いてくださ
ってありがとうございます。

千葉科学大学留学生
　ピョーサンディ
　　　　マウン　さん

会場の皆さん、今日は！
ピョーサンディマウンと
申します。千葉科学大学、
危機管理学部、環境危機管
理学科で勉強している2年生です。ミャンマーのヤン
ゴンから参りました。皆さん、ミャンマーってどこに
あるか知っていますか？ミャンマーは東南アジアに位
置していて、隣の国として、中国、インド、ラオス、
そしてタイがあります。私の出身地、ヤンゴンはミャ
ンマー最大都市で、昔の首都でした。本日は発表す
る機会を与えてくださいまして誠に有難うございます。
私は日本に来る前にヤンゴン外国語大学で日本語
を三年間勉強してきました。日本語が専門だったし、
子供のころから日本の映画や歌などが好きだった私
には日本はほかの国より親しい感じがあって、憧れ
の国でした。ミャンマーで日本語を勉強し始めた頃
から、卒業したら是非勉強した日本語を生かして、
教科書でしか見たことのない日本を体験して、日本
文化勉強のために日本へ留学したかったです。若い
うちに礼儀正しい国、自分の好きな日本に留学し、
日本とミャンマーの架け橋になりたいという思いは
心の底に潜んでいました
2011年には加計学園からミャンマーで主催する

秋の全国交通安全運動キャンペーン秋の全国交通安全運動キャンペーン

卓　話卓　話
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国際弁論大会に参加したことがきっかけで、日本に
留学したいという希望が叶うようになりました。そ
の弁論大会に最優秀賞をもらって、日本語をこれよ
りもっと上手になりたいと思って、留学することを
決心しました。日本で生活してみるとやはり日本人
は綺麗好きで、マナーも大事にしており、困ってい
る時には精一杯で助けもらうこともよくあります。
心が優しくて、仕事に対しても責任感が強くて、き
ちんと仕事をするなどいいところが沢山あって、日
本その国、そして日本人から留学生として学ぶこと
が一杯です。それだけでなく、1955年から1973年
までの間経済高度成長時に日本人の自分の国のため
に努力したことは世界上記録すべきのことでした。
その時から日本はどんどん進歩してきて、親たちは
国のために努力しているうちに、仕事に夢中してい
たようです。自国、それから自分の会社、同時に自
分のレベルも高くなってきました。ただ、私の考え
ですが、そのため、親と子供の間の絆でさえ弱くな
ってきたと思います。日本では成人になって実家を
離れた子供たちが親と顔を負わせるのは1年に2、
3回だけ、それに高齢者の孤独死も増加していると
いう話を聞いた時には、大変ショックを受けました。
なぜならば、ミャンマーでだいたいの家族にはお年
寄りに孫や子供が世話をしてくれます。仏教の国な
ので、年を取ったらお寺や神社へ行って修行をした
り、来世のために善行をしたりで、仏陀の教えを書
いた本を読んだりで、子供や孫に囲まれて、最後の
時間を穏やかに過ごします。
日本で同じ国にいる子供に年に数回しか会えない
親、家族に見届けられることが無く孤独死になった
あるお年寄りのことを考えると、それが自分の親だ
ったら、祖父母だったらと思い、胸が痛みました。
日本は物質的に豊かな国ですが、親子の愛情と絆を
もっと強くしてほしいと思います。そうしたら、私
の大好きな美しい国がもっと美しくなると思います。
今、入学してから銚子に住んでいるのは2年目に
入りました。
ミャンマーにいた時、海鮮類に敏感だった私です
が、今はいくら食べても問題なく、刺身や、寿司や、
海鮮丼などが好物になってしまいました。銚子って
海鮮物が新鮮ですね。物価も東京に比べて安いし、
東京へも用事があるとき日帰りで帰れるので本当に
生活するには適当だと思います。
今は入学してから銚子に住んでいるのは2年目に
入りました。勉強の他にも合唱部と英語ゼミに入って
いて、与えられた日本での留学生活を楽しんでおりま
す。ミャンマー語を教えるアルバイトをしたりで与えら

れた日本での留学生活を大切にしております。自分
的にも新しい発見ができました。ミャンマー語を教
えるのが大好きで将来には機会があれば日本でミャ
ンマー語と日本語兼業の学校を作りたいと思います。
今は日本とミャンマーは友好関係で、発展途上の
ミャンマーに日本から多くの支援を送っていただき、
ミャンマー人として感謝の心で一杯です。ミャンマ
ーにも今は沢山の日本会社が入っており、将来には
日本とミャンマーに関わっている環境危機管理系の
会社に就職したいと考え、就職に有利な資格取得に
頑張ろうと思います。
なんと言っても今自分がやっていることをできる
限り頑張って、夢を実現させたいと思っています。

高橋宏資国際奉仕委員長他6名で、9月20日㈮～
23日㈪、4日間行ってまいります。

【出席報告】
会員総数　44名　出席計算　 40名
　出　席：31名　欠席9名　出席率77 .50%
　欠　席：青野君・神宮寺君・鴨志田君
　　　　　金子君・栢尾君・越川君
　　　　　松本君・大里君・内田君

【M U】
なし

【RAC例会のお知らせ】
10月1日（火）点鐘17時
マリーナキャンパス2103教室

【ニコニコ】

ニコ ニ コBOX ￥13,000 計 ￥221,000

スモールコイン ￥ 2,546 計 ￥ 20,136

米 山 B O X ― 計 ￥ 15,505

希 望 の 風 ― 計 ￥ 85,800

次回のプログラム（10月2日）
「職業奉仕月間に因んで」
　高木　浩一　職業奉仕委員長

　　お弁当：大新（幕の内）

フィリピンダバオ支援フィリピンダバオ支援


