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、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「米山奨学生卓話」  

2016学年度 米山奨学生 金 秀斌様 

前回例会報告（３月１５日） 

点 鐘：島田 洋二郎会長   

ロータリーソング：それでこそロータリー 

四つのテスト唱和 

ビジター紹介： 

2016学年度 米山奨学生  

アヴァゼ アボルファズ様（卓話者） 

アヴァゼ様ご家族 

米山奨学生 金 秀斌様 

会長挨拶 

先週の金曜日に、猿田神社の憩いの森に植えられて

いた月桂樹が枯れてしまったため、新たに植え替えてき

ました。宮内清次さんの指導のもと、宮内秀章さん、小

林さん、石毛幹事、そして田中英子さんも参加をしてく

れましたし、猿田先生は正装で立会って下さいました。 

この月桂樹ですが、ポール・ハリスがロータリーの親

善大使として各国を訪れた際に、26 か国に「友愛の樹」

として植樹をしたもので、日本では 1935 年の 2 月 9 日

に、帝国ホテルの庭へ植樹がされました。この 2 月 9 日

ですが日本では「ポール・ハリスの日」となっています。

1967 年に、帝国ホテルが建て替えとなる際に、他の場

所への移植を考えたそうですが、残念ながら害虫の被

害にあっていて枯れる寸前だったそうです。そこで神奈

川の足柄ロータリークラブの矢野一郎氏の尽力によって、

そこから数百本の枝が移植をされ、その中で根付いたも

のは８本だったということです。そのうちの一本が三島の

米山記念館に植えられている月桂樹となります。 

今回植えた月桂樹は八日市場ロータリークラブの造

園業をされている川口京子さんが管理されている物を

頂いてき

たもので、

高 さ は

2.5 メータ

ー くらい

の樹です。

帝国ホテ

ルに植え

られた月

桂樹が第

1世代とすると、第 4世代に当たる樹となっています。皆

さんには来月のお花見例会の際に新しい「友愛の樹」ご

確認頂ければと思います。 

今年は銚子も 60周年ですが、周年式典がとても多い

年のようです。12 日、日曜日は八日市場ロータリークラ

ブの 55周年記念例会が開催され、石毛幹事と出席をさ

せて頂きました。来賓として太田匝瑳市市長、宇野裕県

議会議長も出席をされていまして、八日市場のご家族

の方も含めて60名くらいの参加だったと思います。記念

講演は明神小学校などでも校長をされていた郷土史研

究家の松井安俊先生で、「東総地域の風土と文化」とい

して、約 1 時間、マイクも使わずとてもお元気な声でお

話をされていました。4 時からの祝賀会の冒頭、匝瑳地

域の子供たち、小学生 20 名あまりの「竹の子オーケスト

ラ」による弦楽器の演奏がありました。黄鶴の４階の会場

に反響して素晴らしい演奏を聞かせて頂きました。1 時

から始まり、終了が 6時近くとなりましたが、とても良い記

念例会だったと思います。 

委員会報告として、青野実行委員長より 18 日の式典

についてのお話がありました。まずは無事に式典・祝賀

会を終わらせなければなりませんが、来月には茂原の

60周年、印西は 50周年ということで、茂原は 18日の銚

子に 3名出席されますし、印西は銚子が 50周年の時に

出席を頂いていますので、両クラブの式典にも石毛幹



−2− 

事と参加をしてまいります。 

また、5 月の 30 日には、地元銚子で、銚子東ロータリ

ークラブの 45 周年記念例会もございます。毎年１月に

行っている東クラブとの合同例会をこちらに変更し、銚

子ロータリークラブは全員登録となっていますので、皆

様には銚子ロータリークラブの 60周年と合わせて、ご協

力をお願い致しまして、会長挨拶とさせて頂きます。 

幹 事 報 告 
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ 

1. 青少年保護に関するリソースのご案内 

…ガバナー事務所 

2. ＲＩ会長テーマとロゴについて 

…ガバナーエレクト事務所 

3. 次年度雑誌委員長への友誌送付について 

…一般社団法人ロータリーの友事務所 

4. ハイライトよねやま ２０４ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

5. うみなり第５３号 …銚子地区保護司会 

6. 平成 29 年度イルカウオッチング安全祈願式のご

案内        …(有)銚子海洋研究所 

会員の記念日 
☆結婚記念日 猿田 正城会員(3月 15日) 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 坂本尚史会員 

本日が最後の例会出席となりま

す。１３年間大変お世話になりま

した。おかげさまで楽しい銚子生

活を送ることが出来ました。残念

ながら岡山に転勤となりました。

皆様のご健勝と銚子 RC のご発

展をお祈り致します。 

 

✧松本恭一カウンセラー・米山奨学生 金秀斌 

3 月 11 日米山奨学生の卒業式が

あり、おかげ様で無事卒業しまし

た。また本日は、大親友のアヴァ

セ君が卓話に来てくれました。話

しおもしろいのでご期待下さい。 

 

卓  話      

「明るい将来を築きたい」  

2016学年度 米山奨学生 AVAZEH ABOLFAZL 

アヴァゼ アボルファズ様（世話ｸﾗﾌﾞ:千葉 RC ） 

自己紹介 私はアヴァゼ・アボル

ファズ、千葉商科大学の経営学

科４年生です。イラン出身で日本

に来て６年も経っています。最初

の２年間は日本語学校に通い、

日本の大学に進学できるように語

学を身につけました。来日から１年１０か月で関東甲信

越日本語弁論大会で優勝し、文部科学大臣賞を受賞

しました。卒業論文のテーマは「M&A企業の合併・買収」

です。戦後から日本でもこのM&Aは注目されています。

私は主にM&Aの必要性と経済における影響を調べて

います。これでどうやって会社の戦略を調査しその知識

を使って将来自分で会社を立ち上げたときにも活かし

たいと思っています。 

日本に来た理由 アニメや漫画が好きや和食に興味が

あるとよく外国人が言いますが、私は少し違います。イラ

ンで工学部に入った私は大学に入る前に趣味でロボッ

ト研究を始めました。もともとモノづくりの大国で知られて

いる日本に興味がありましたが、ロボット研究で様々な

技術や部品とかかわりながらより日本の技術の繊細さを

知りさらに興味が深まりました。同時に経営学部に所属

いていた友達に誘われて、5Sセミナーに参加し日本の

経営システムや経済にも興味を持ち、そのときに、もし

日本に留学したら技術的にも経営的にも学ぶことが多

いと思って留学を決めました。 

将来の夢 私は子供のころから将来「お金持ちになりた

い」とか「大統領になりたい」とか思っていました。少しず

つ年を重ねて高校生になったころそれに付き足しで「お

金持ちになったらたくさん社会奉仕がしたい」と思うよう

になりました。そして今は「歴史で名前を取り上げられる

ような人物になりたい」と思っています。私は正直高校ま

で自分の名前の意味をよくわかりませんでした。そして

深く考えたことがありませんでした。私の名前の意味は

（アヴァゼ＝名高い、有名）（アボルファズ＝徳を与える

人、奉仕する人）と言います。私の将来を語っているか

もしれません。それは今自分自身にもモチベーションに

なっています。ではなぜ私はわざわざ頑張ってお金持

ちになってそしてそれを社会奉仕に使いたいのかと言

いますとこれは私の国イランに理由があります。せっかく

ですのでそれを説明する前に少し自分の国を紹介した

いと思います。 

イランの紹介 イランは中東地域にありますが、イメージ

と違って日本同様に四季があって自然豊かな美しい国

です。冬はよく雪が降り、スキー場が人気で、海外から

の来客もいます。海、山、森林、砂漠、島のすべてが揃

っています。一番高い山はダマヴァンド山で、高さは

5610ｍです。他に標高3800m超えの山は約40山もあり

ます。面積が日本の約4倍があり、果物や野菜、農産物

の書類も多く、漁業もあり、恵まれている国です。他に資

源も豊富で石油備蓄で世界3位天然ガス備蓄で世界2

位を誇りに思っています。面積や資源のわりに人口は

8000万人しかいません。イラン人の主食は日本と同じく

お米ですが、少し種類が違います。ナンもよく食べられ

ていますがまたインドのナンとは違います。イランの一般

的な家庭料理と言えばシチュー類が多いです。ごはん

にかけて食べます。実はイランの新年ノールズの前の夜

に炊き込みごはんと焼き魚が食べられています。「炊き

込みご飯」、「焼き魚」は日本でしか聞かない言葉で、日

本でしか食べられない料理に聞こえるかもしれないが、

イランで年越し料理として食べられています。イランでは

ペルシャ語を使います。昔ペルシャ帝国は当時世界最
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大の帝国であり中国の西部からヨーロッパやエジプトの

半分まで広がっていたため、現在もイランの中に様々な

民族がいます。ブロンド系で目が青い人もいれば、目が

細めでアジア系の人も、アラブ系やインド系の人もいま

す。イランの名物はペルシャ絨毯、ナッツ類特にピスタ

チオ、果物、キャビア、サフランと手工芸品等です。これ

は国の文化でもあり、産業としても年間数多くの国民の

商売にもなっています。日本で春分の日とも言われてい

るのが、イランでは新年Nowruzノールズです。（Now=新

しい、ruz=日）意味は新しい日いわゆる新年のことです。

秋や冬で眠っていた植物や動物たちが再び咲いたり活

発化したりするため、新しい命をもらって再び生まれ変

わり、新しくなるという意味でNowruzと名付けられていま

す。イランで「スィズダ・ベダル」と言います。日本でいえ

ば花見にとても似ている文化です。 

イランの現状（問題点） イランはイメージと違って全く戦

争やテロがなくて中東でも最も安全で平和な国です。毎

年イラク、アフガニスタン、シリアなどの難民を受け入れ

ています。イランは石油やガスなどの資源だけではなく

て、世界的に優秀なエンジニアや医者がたくさんいます。

中にノーベル賞をもらった人も少なくありません。そして

人口が若くてこれからも増加していく見込みです。こん

なにも素晴らしくて、チャンスのあふれている国ですが、

いまだに発展途上国ということで、本当の可能性を充分

に活かせていないと思っています。石油のお金が余る

ほどあるのにいまだに学校や病院が不足です。優秀な

エンジニアや科学者がいるのにもかかわらずいまだに

簡単な商品でも作り出す勇気がなく中国製の商品に頼

っています。そのせいで失業率も高く、児童労働問題も

進んでいます。 

今後のビジョン 私の国イランは発展できないのは技術

がないやお金がないといった問題ではありません。すべ

てのものが揃っていますがそれらを管理し、活かす人が

いないです。いわゆるいいリーダー、いい経営者、いい

管理者がいません。私も工学出身でしたが日本に来て、

世界でも見本となる日本の経営を学んで、将来的に、

母国に不足している優れた経営者・リーダーになりたい

と思って専攻を経営学科に変えました。優れた経営者

になったら、国の強みを世界にアピールし、最大に活か

せて、国の成長や発展に貢献したいと思っています。私

は中学校の時から、将来会社を立ち上げて成功させれ

ば社会奉仕などの余裕もできるので、国で教育費や治

療費又はそれらの施設不足に困っている人々を助ける

ことができると思いました。今もその夢は変わっていませ

ん。もはや昔よりも強まっています。日本に来てから大

学などで様々なボランティア活動などをしてきて、そこで

先生の紹介でロータリークラブ（以下RC）に出会いまし

た。最初は単なる奨学金を与える団体だと思っていまし

たが、１年間ぐらい勉強をしてしっかりとRCの奉仕の精

神とその目的を理解して、そして自分の将来や夢に一

致していたので応募しました。イランでも社会奉仕活動

やボランティア活動は行われ、国民に社会貢献の意志

が強いがロータリーのようにまとまったNGO組織はおそ

らくないと思います。イラン人は年に２回たくさんの寄付

金や衣料や生活品を集め、貧弱な人々に配っています。

１回目は新年の１か月前です。貧しい人たちも新年は新

しい服を着て美味しいごはんが食べれて笑顔で新年を

迎えるように一軒一軒訪問し食品や衣料やお金を渡し

ています。そして何か問題があるか口頭で相談に乗りま

す。２回目は学校が始まる前です。貧しい家族でも子供

たちを学校に行かせるように文房具や制服、カバンや

お金などを配布しサポートしています。私も留学した後

いろいろ苦労したの、今自分が勉強できる・学校に通え

る恵みに気づきました。そして経済的や設備不足で勉

強ができない人を見ると心より苦しくなります。私には何

かできることがないかと頭を抱えます。将来はそういった

人たちや地域（特に母国）に貢献したい、社会奉仕がし

たいとずっと思っていた私はRCに出会いました。RCに

入ればロータリアンのおかげでまず自分が成長できる、

そして将来故郷への恩返しができる、さらにお世話にな

った日本の良さを母国の人のそして世界の人に伝えて、

国と日本の懸け橋になれるのではないかと思っていま

す。今奨学生としてRCにお世話になっていることを心よ

り感謝しています。どうもありがとうございます。   以上 

委員会報告 

青野秀樹 60周年実行委員長 

60周年記念式典当日のタイムスケジュール・プロ

グラムを配付します。役割の確認をお願い致しま

す。 

遠山靖士親睦活動委員長 

坂本尚史会員の送別会を下記の通り開催させて

頂きます。よろしくお願いいたします。 

日 時：３月２２日（水）午後６時３０分より 

場 所：あぐり 

【出席報告】 

会員総数４１名 出席計算３６名  

出席：２９名 欠席：７名 出席率 80.56% 

欠席：伊東君・木曽君・越川君・永澤君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

3/12アクターズミーティング 丸山君 

3/21銚子東 RC 島田君 

3/22次年度分区会長幹事会 松本君 

3/26PETS 松本君・丸山君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥  16,000 計 ￥362,000 

スモールコイン ￥   2,606 計 ￥ 42,096 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥ 40,371  

希望の風 ￥  ― 計 ￥241,300 

次週のプログラム（４月５日） 

「地区国際奉仕活動の現状」 

髙木浩一国際奉仕委員長 

お弁当：あぐり（幕の内） 
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＜記念式典＞ 

 

 

島田洋二郎会長 

挨拶 

 

 

 

 

記念事業発表  

 

金島弘記念事業委員長 

 

＜記念講演＞ 

中尾 久美子氏 

『つなごう、新しい明日へ 

～金次郎流 壁を超える極意～』 

 

 

 

 

 

 

＜祝賀会＞ 

 

 
乾杯 

加瀬貞治会員 

 

 

銚子ＲＣ合唱同好会 コーロ・ハモンティアーノ 

 

 

 

           

 
会員有志による 

パフォーマンス 

平成２９年３月１８日（土）犬吠埼ホテル 点鐘１３時 

銚子ＲＣ創立６０周年記念式典・祝賀会 


