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2015～2016年度 ＲＩテーマ 

世界へのプレゼントになろう  

Be a gift to the world 

2015〜2016 ＲＩ会長 K．R．ラビンドラン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 櫻木英一郎 (千葉ＲＣ)  
広報・会報委員会 委員長 上総 泰茂 

副委員長 高瀬 幸雄 委員阿天坊俊明・小田島國博 

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「Ｉ・Ｍに参加して」 

島田洋二郎会員 

宮﨑 裕光会員 

宮内 清次会員 

 

前回例会報告（２月１７日） 

点      鐘：宮内 龍雄会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介： 

米山学友  

サジーワニーディサーナー

ヤカ様（卓話者） 

地区奉仕プロジェクト委員会 

中村 俊人様（柏東 RC） 

 

 

皆さんこんにちは。会長挨拶の中で何回か金属の

錆について、お話をしてきました。カモメ大橋の最初

から錆びている鉄板「対候性鋼板」の話や、「すべて

の金属は錆びる」というお話をして来ました。今日はそ

の第三段、腐食についての話をしたいと思います。

「腐食」と「腐蝕」は読み方も錆びるという意味では全く

同じですが、では何が違うのかご存じでしょうか？「腐

食」は、ほとんどを金属が錆びる状態をいいます。もう

一方の「腐蝕」は地球上に存在するすべての物に適

用されます。金属は無機物ですが、植物や動物など

の有機物が細菌や菌類の作用による腐敗の過程に

使います。また公官庁や企業、銀行などのガバナンス

が上手く行かず、汚職や背任など行われ、その価値

が失われるようなときにもよく使われていますよね。ま

た人間の精神的な状態にも使われています。心の病

や、大変な心配事や薬物の乱用によっても精神の

「腐蝕」が起こります。 

皆さん 「異種金属接触腐

食」いう現象をご存知です

か？たとえばステンレスの

流しに髪の毛に付けるヘ

アピンを置き忘れたりする

と、ヘアピンは真っ赤に錆

び、ステンレスももらい錆び

が付き大変なことになってしまいます。それが「異種金

属接触腐食」の現象です。錆のメカニズムは空気中

や水分の中にあるイオンが反応し、一種の電気反応

を起こし金属の正面に錆びを発生させます。 

ヘアピンなどの鋼材とステンレス製の流しのように、異

なる金属製品同士が接触するとイオン化傾向の大き

い金属（ヘアピン）と小さい金属（ステンレス）が接して

いる部分に水が触れることで激しい腐食が起こります。

いわゆる「ボルタの電池」とよばれる現象で、イオン化

傾向の大きい方が陽極（＋）に小さい方が陰極（－）と

なり電流が流れ、陽極となる金属（ヘアピン）が集中的

に消耗、つまり腐食します。これが「異種金属接触腐

食」の現象です。私たちの社会でも真面目な少年が

不良仲間に誘い入れられ、その真面目な少年が一番

悪くなってしまったと言うような話を聞きます。これも

「異種金属接触腐食」の一つではないでしょうか。わ

たくしの様な真面目なおじさんが悪の道に迷い込まな

いように、異種金属には注意致しましょう。 

 

 

【週報拝受】成田空港南 RC 

1. 地区大会お礼 

2. ガバナー事務所 2/12(金)休業のお知らせ 

3. 水と衛生月間リソースのご案内 

…以上、ガバナー事務所 

会 長 挨 拶 

 

幹 事 報 告 
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4. 会長エレクト会議研修セミナーのご案内 

…ガバナーエレクト事務所 

5. ハイライトよねやま １９１ 

6. インターネットバンキングを利用した寄付に 

ついてのアンケート結果 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

7. ちば里山新聞第４６号 

…ＮＰＯ法人ちば里山センター 

 

 

◆誕生日おめでとうございます 

伊藤 浩一会員(2月 16日) 

◆結婚記念日 

堀米 秀和会員(2月 13日) 

宮内 清次会員(2月 16日) 

 

 
☆加瀬貞治会員 

去る地区年次大会において年令

及び例会出席の理由でお祝状を

頂戴しました。 

 

 

☆高橋宏資会員 

2/14日曜日 銚子・銚子東 RCゴ

ルフコンペが嵐の中開催され、

“どさくさ”に紛れ優勝してしまい

ました。関係者の皆様セッティン

グ有難うございました。 

 

 

 

地区奉仕プロジェクト委員会                                 

中村 俊人様（柏東ＲＣ） 
銚子ロータリークラブの

皆様こんにちは。本日は

スリランカ出身で米山学

友である、本日卓話者と

して声掛け頂きました、

サジーワニーさんと共に

クラブ訪問をさせて頂き

ました、柏東ロータリークラブ所属で、地区奉仕プロジ

ェクト委員・職業奉仕委員会の中村俊人と申します。 

本日の卓話者のサジーさんのご紹介を簡単にお話

させていただきます。 

・ 出身は スリランカ民主社会主義共和国 

・ 大学は 千葉大学で人文社会科学を専攻 

・ 2010―11年・12年度の米山奨学生 

現在は日本語学校の講師を務めながら、コスモス奨

学金としてスリランカの貧しい子供達への奨学金など

のサポート活動を代表の鈴木康夫氏やご主人のメル

ビンさん達と共に行っている。 

私とサジーさんとの出会いは、2011年の地区米山 

奨学会委員会の委員長を務めた時からサジーさん

とは交流を持ってまいりました。その時にとても日本語

の上手な学生さんと思いましたが、交流を深めていく

中で、サジーさんご夫婦やコスモス奨学会代表の鈴

木康夫氏に出会い、スリランカの貧しい子供達への学

業へのサポートや生活支援などをされている事にとて

も感銘を受けました。その中で、里親制度としてスリラ

ンカ全土の学校との連絡網を設け、学業の優秀な子

供達でも家庭環境の貧しさの中で困っている子供達

たちを、校長先生や地域の寺院などの推薦を受けた

子供を、里子として該当するか否か訪問し、面接した

上で、日本の里親になっていただける方がたにお願

いしサポートして頂くことなど、とても簡単には出来な

い活動をされているのを知り、私もまた家族や柏東ロ

ータリークラブの仲間達、また、大網ロータリークラブ・

松戸西・八千代 RC のロータリー仲間の皆さんが、里

親としてサポートして頂くようになりました。日本では考

えられない、月￥1000で、年 12000でこの里子たちが

安心して勉強できるサポートをしてあげられる事に最

初は信じられませんでしたが、26 年・27 年・28 年と 3

年間訪問し直接奨学金授与式へ参加し子供へ授与

してまいりました。また里子への家庭訪問もし、確認し

て参りました。もちろん成績表も確認して参りました。

里親として学業支援要るのには、里子が 15 歳から 8

年は継続し、大学を卒業し自分の夢をつかむ社会へ

羽ばたくまでの支援が必要です。途中でやめてしまう

と、その里子の支援を途中で打ち切るか、他の方にバ

トンを渡す事となってしまいます。このような活動を通

じて、鈴木康夫氏の縁で、東京オリンピックのベース

キャンプ誘致として、山武市がサポートする事にも繋

がりました。 

日本とスリランカの縁は、第二次世界大戦の敗戦国

となった日本が、独立するために行われたサンフラン

シスコ講和条約時にも繋がり、とても縁深い中で、日

本人としての恩返しではなく、恩送りとして日本とスリラ

ンカとの縁が繋がって行くきっ掛けとなる事です。 

その講和条約時の内容は、スリランカ初代大統領の

ジャヤワルダナ氏がスピーチされた中で、「自由にし

てかつ独立した日本の復活」「憎悪は憎悪によって消

え去るものではなく、ただ愛によって消え去るものであ

る」という不朽の名演説をし日本擁護のスピーチをさ

れ、日本は救われたといわれています。そのような話

しを本日はサジーさんに直接卓話として頂きたいと思

います。どうぞ皆様の中にもこの思いを受けて参加い

ただける方々がいましたらとても嬉しく思います。次年

度は貴クラブの高木浩一氏が地区国際奉仕委員長と

して活躍をして頂くとの事です。奉仕プロジェクトの一

環として、是非 地区補助金を大いに活用していただ

き、奉仕活動される事を願っています。 

会員の記念日 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

卓話者紹介 

 



−3− 

 

 

「スリランカの現状について」 

米山学友 サジーワニー ディサーナーヤカ様 
  （千葉大学人文社会科学研究科特別研究員） 

銚子ロータリークラ

ブのロータリアンの皆

様こんにちは、本日は、

国際奉仕委員長の石

井様よりご招待いただ

き、例会に参加させて

いただきスピーチをす

るチャンスをいただきました。お招きくださった石井様

には大変感謝しております。本日は、本クラブで卓話

をする為に機会を作ってくださった、銚子ロータリーク

ラブの会長様をはじめ、会員の皆様には、心から感謝

申し上げます。また、本日はお忙しい中、銚子ロータリ

ークラブへ私を連れて来てくださった、当時米山奨学

生委員長、現在奉仕プロジェクト委員会中村様には

心から感謝申し上げます。子供のころから苦しかった

道がロータリー奨学金で明るくなりました。 

 大震災が終わってすぐ、2011 年の 5 月からロータリ

アンの皆様のおかげで、ロータリー米山奨学金をいた

だき、大学院で勉強させていただいていることを心より

感謝申し上げます。当時の米山奨学生委員長の中村

様とカウンセラーのご案内で初めて 2011 年の 5 月か

ら西クラブの例会に参加させていただきました。そのこ

ろから 2013年 3月まで大変お世話になった、クラブの

会長様をはじめ会員の皆様にも日本全国のロータリ

アンの方皆様にもこの場を借りて奨学金をくださった

ことに対して心から感謝申し上げます。皆様方の大事

な寄付金のおかげで、大学の研究を更に進めること

ができてき、2015 年 3 月、千葉大学人文社会科学研

究科にて、博士号を取得し、博士課程を修了致しまし

た。ロータリー奨学金は私にとっては大変な宝物でし

た。ロ－タリー奨学金をいただき、松戸西クラブや他

のロータリークラブの方々とお会いできたことを大変嬉

しく思います。私はロータリー奨学金をいただくまでは

他の奨学金をもらっておらず、大変困っておりました。

ずっと雨が降らなかった砂漠に急に降りだした恵みの

雨のように、米山奨学金を頂きました。そのご恩に報

いるために一生懸命勉強して参りました。言葉では、

言い表せないほど皆様方に感謝しております。 

 私は 2013年 3月までロータリアンのお世話をいただ

きながら、松戸西クラブの例会に参加させていただき

ました。ロータリーの奨学金がなければ、私は今博士

後期課程に進学できていなかったかもしれません。ロ

ータリアンの皆様とロータリークラブは、私にとっては

本当に神様のような存在です。スリランカの親も貧しい

ため日本での生活費や授業料などを払うことができな

い時に、ロータリー奨学金で大学の授業料を払うこと

ができ、とても助かりました。本当にありがとうございま

す。感謝の気持ちでいっぱいです。博士論文の調査

の段階から、論文を提出するまで、ロータリー奨学金

は私にとって役に立っています。研究を始める前に、

様々な奨学金について調べていたところ、米山ロータ

リー奨学金の存在を知り、出会うことができたことは大

変嬉しく光栄なことと存じます。ロータリー奨学金に採

用されて、奨学金をいただくことだけではなく、世話ク

ラブやカウンセラーの方、ロータリアンの方々と共に交

流もでき、日本文化やいろいろなことについて知るこ

ともできました。また素晴らしいロータリアンのマナー

などについてもいい勉強になりました。貧しい国から

留学した、貧しい家庭の私にとってはロータリーの神

様が見てくださいました。ロータリークラブにはこのよう

なご親切な方々がいらっしゃるので、ロータリー奨学

金に採用されて素晴らしい方々に恵まれて研究を続

けることができました。素晴らしいロータリアンの先生

方との交流を通して、日本の方々には経済的な豊か

さだけではなく、真の豊かさがあるのだと感じました。

私の日本での留学生活ではこのような素晴らしい奨

学金をいただいてとても幸せでした。ロータリー奨学

金をくださって私の留学生活はどんどん幸せになりま

した。大学に通っていたころ、経済的に大変困ってい

たので大学の学費など払うことができなくてとても大変

でした。ロータリー奨学金をいただいてから何も困っ

たことがなく、とても幸せに研究を続けていました。私

はいつかスリランカにおいて日本語教育と日本文化

の教師となり、両国のための架け橋となる存在になり

たいと思います。これからも、学友として、世話クラブ、

地域委員、いろいろなロータリークラブとネットワーク

をしながら日本で研究を続けたいと思います。奨学生

としての期間が終了になっていても、私はお世話クラ

ブと千葉地域のロータリアンの皆様方と交流を深めて

います。ロータリー奨学金をいただいた日から今まで、

世話クラブと他クラブの奨学金で出会った素晴らしい

ロータリアンが楽しい時も、悲しい時も寂しい時もご一

緒にいてくださいます。いつもいろいろと大変お世話

になり、心から感謝申し上げます。ロータリアンのおか

げで、留学生としては経験できない、日本人のそのも

ののおもてなしの文化を実際に経験させていただきま

した。困った時にいつも助けてくださいました。他の奨

学金では、経験できないことが沢山できて大変嬉しい

です。 

 私は子供ころ大変貧しい家庭に生まれて学校行く

学用品などがなくて大変困っていました。学校行くた

めの学用品、ユニフォーム、などがなくて大変困って

いました。それから学校行く時に朝ご飯も晩御飯もな

くて学校行った日が多かったです。このような状況で、

私は５年生の奨学金に合格して、都内コロンボの学校

に入学しました。都内の学校に通うことができない家

庭の子でした私にとって、日本の神様が助けてくださ

いました。中学校２年生の時に、日本の里親さんより

卓  話 
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奨学金をいただきました。里親さんのおかげで、困っ

たことがなくスリランカの大学を卒業するまでご支援を

いただきました。子供のころ奨学金をいただいたこと

で、日本と出会いきっかけでした。スリランカの大学を

卒業後、里親さんは保証人になさってくださって飛行

機代まで送っていただき、2003 年 千葉大学に留学

しました。このように日本の里親さんには大変お世話

になりました。私は里親さんのおかげで、勉強して日

本に留学することができたので、それの恩返しとして

私だけではなくスリランカの大勢の子供達が大変貧し

いため学校が行く学用品などがなくて困っているので、

子供達に支援できる支援団体が始まりました。元校長

先生で、私を助けてくださった里親さんが東金に住ん

でおられます。その先生にお願いしてスリランカの子

供達に支援できるコスモス奨学金支援団体が始まりま

した。現在千葉県、東京、北海道、名古屋、岡山県に

スリランカの子供達にご支援をしてくださる里親さんが

246名ぐらいいらっしゃいます。それから、当時米山委

員なさった中村様のご紹介をいただい他のロータリー

クラブを訪問し卓話をするチャンスができました。その

おかげで、まず柏東ロータリークラブの、元会長でい

らっしゃった中村様が代表でスリランカの貧しい子供

達と学校などに教育のご支援をしてくださることで、

2014 年から柏東クラブとスリランカの間で交流が始ま

りました。これから日本とスリランカの架け橋になるた

めのきっかけだと考えております。まず、柏東ロータリ

ークラブの会長中村様がご家族と共にスリランカの子

ども達の里親さんになってくださいました。会長様をは

じめクラブの方々が里親さんになってくださって、実際

に里子たちにお会いするために初めてスリランカを訪

問してくださいました。柏東ロータリークラブの里親さ

んのおかげで、他のクラブのロータリアンの方々もスリ

ランカの子ども達にご支援することになりました。 

また、松戸西ロータリークラブは、スリランカの西部州

と中部州の学校 3 校に図書を寄付することができまし

た。貧しい家庭の子供が沢山通っている学校なので、

その図書は、学生達に大変役に立ちます。それから、

大網ロータリークラブがスリランカの貧しい家庭の子供

達に食料支援をしてくださることになりました。それは

スリランカの子どもにとって大きなご支援なります。大

網ロータリークラブの会長様をはじめ、会員の方々が

スリランカを訪問して実際に子供達にあって多くの

方々が里親さんになってくださいました。毎年一月大

網ロータリークラブの方々もスリランカにいらっしゃい

ます。 

昨年、柏東ロータリークラブの当時会長でいらっしゃ

った中村様のおかげでクラブの国際奉仕支援と会員

の寄付金でスリランカの西部州に大きな図書室を寄

付してくださいました。スリランカ西部州にある素晴ら

しい図書館になっています。子供から大人まで利用

できるように様々な学問に関して 3000 冊以上の本、

雑誌、辞書などが寄付してくださいました。また、スリラ

ンカの内戦でやられた貧しい地域の学校に、松戸西

クラブからスリランカの楽器を寄付してくださいました。

このようにたくさんの活動ができ皆様には大変感謝し

ております。松戸西ロータリークラブの会長様をはじめ、

国際奉仕委員長の石井様がスリランカを訪問してくだ

さってから、実際にスリランカの子供達の現状をご覧

になり、千葉県内の各クラブへスリランカの子供達に

ご支援することについてご報告してくださいました。そ

の結果として現在、千葉県内のロータリアンがスリラン

カの子供や学校教育などに様々なご支援をしてくださ

います。それから、コスモス基金の代表鈴木先生の関

係をつなぎ、2020年のオリンピックに千葉県山武市市

役所から大きな活動をする予定になっています。それ

とつながって、私と主人の関係で山武市役所が現在

事前キャンプを開いています。様々な活動がはじまり

ました。私と主人はスリランカの関係で山武市役所の

オリンピック方がたとご一緒にいろいろなイベントをし

ております。その時にも、もちろんロータリアンのお世

話が大事にしております。 

 いつか、国に帰ってもロータリアンの皆様、米山ロー

タリー奨学金のことを一生忘れません。ロータリークラ

ブの方々の関係を維持しながら日本とスリランカの架

け橋になりたいと思います。その日から今までにいた

だいた先生方の優しいお心、親切なお言葉は、私が

スリランカに帰っても忘れることができません。ロータリ

ー奨学金が終わっても学友として皆様方との交流を

大切にし続けたいと思います。皆様のご多幸と仏様の

御加護がありますようにお祈り致します。これからも宜

しくお願い申し上げます。ロータリークラブのますます

の発展を心より祈っております。 

 

【出席報告】 

会員総数４３名 

出席計算４１名 出席３１名  

欠席１０名 出席率 75.61％ 

欠席：青野君・灰谷君・伊東君・栢尾君・越川君 

櫻井(公)君・白濱君・杉山君・富永君・内田君 

 

【Ｍ Ｕ】 なし 

 

【ニコニコ】 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥ 404,143 

スモールコイン ￥ 2,710 計 ￥  41,485 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  41,084 

希望の風 ￥ ―  計 ￥ 234,200 

次週のプログラム（３月２日） 

「地域に根ざした事業展開」 

 ＪＡちばみどり 

代表理事組合長 間渕 誠一様 

お弁当：大新（幕の内） 

 


