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今週のプログラム 

「新入会員卓話」   米岡  孝会員 

 

前回例会報告（10月 10日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング： 

我等の生業 

四つのテスト唱和 

 

 

ビジター紹介： 

地区米山記念奨学委員長 冨 一美 様 

米山奨学生  ムハマド ハザミ 様 

銚子東ＲＣ  澤田 武男様 

オブザーバー 𠮷原 祐真様 

会長挨拶 

本日は米山記念奨学委員会委員長冨一美様、米

山記念奨学生ムハマド・ハザミ様、遠路ようこそ銚子へ

お越しいただきありがとうございます。後程、卓話宜し

くお願い致します。 

6 日（土）平成 30 年度第 71 回秋季千葉県高等学

校野球大会準決勝がゼットエーボールパークで習志

野対銚子商業が行われて、銚子商業は 6 年ぶりの関

東大会出場を目指しましたが、6 対 1 で負けてしまい

ました。24 年ぶりのセンバツ出場は叶いませんでした

が、来年の夏の甲子園を目指して頑張ってもらいたい

と思います。今月 24 日は阿天坊会員の「なぜ甲子園

か」と題した卓話です。 

 7 日に建設機械バックフォーを猿田神社憩の森に回

送して、翌日の 8 日に宮内清次会員にご指導を頂き

桜の木の根堀を終了させました。12 日よりバーゴラ

（藤棚）、ベンチ、階段設置工事を行います。14 日に

藤、コブシ、サルスベリを春日園さんに植樹してもらい

ます。参加会員の皆様には、ネームプレートと、桜の

控え棒の撤去、根堀した桜の根元に肥料を一輪車で

運び入れて頂きます。重労働ですが、美味しい弁当

を用意してありますので大勢の会員の参加をお待ちし

ております。地区補助金を使ったロータリー憩の森事

業です。 

 平成 11年度に県立東総工業高等学校の PTA会長

を 1 年間務めました。当時は就職氷河期で生徒 1 人

に対して求人は 0.9 社でした。今でも 1 年に 1 回、東

総工業高等学校歴代 PTA会長並びに歴代管理職等

の集いが行われて毎回楽しみに参加しています。今

年 1月に頂いた平成 29年 11月 8日発行 PTA会報

に求人の会社数が 1700 社以上。就職希望者 1 名に

対して 19 社の求人がある（19 倍の求人です）ので第

1希望が通らなくても、まだまだ（俗に言う）良い企業は

たくさん残っています。大学も指定校を中心に合格の

報が届き始めております。東総工業の 3 年生の夢は

確実に身を結んでおります。と書いてありました。皆様

の企業の求人、人手不足はいかがでしょうか。 

 

本日のソングリーダー 

青野 秀樹会員 
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幹事報告  
1. 地区大会表彰について 

2. 地区大会に関するご案内 

…ガバナー事務所 

3. 市民バザール大会寄附金

品についてのお礼 

…銚子市社会福祉協議会 

 

会員の記念日 

結婚記念日 

常世田祐一会員(10月 5日) 

信太 秀紀会員(10月 10日) 

小林 昭弘会員(10月 10日) 

創業記念日 

金島  弘会員(10月 8日) 

宮内 秀章会員(10月 10日) 

米岡  孝会員(10月） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧地区米山記念奨学委員長 冨一美様 

奨学生卓話にお招きいただきありがとうござい

ました。 

✧阿天坊俊明会員 

１０月１１日東京豊洲市場へ出店することにな

りました。今後ともよろしくお願いします。 

✧高橋宏資会員 

医局旅行の為、本日例会欠席させていただきま

す。Aloha！ 

「米山奨学生クラブ卓話訪問にあたり」 

地区米山記念奨学委員長 冨 一美 様 
銚子 RC の皆様こんに

ちは。只今ご紹介をいた

だきました地区米山記念

奨学委員長を仰せつか

っております成田空港南

RC の 冨と申します。どう

ぞ、宜しくお願い致しま

す。銚子 RC の皆様には、

日頃から米山奨学事業

への活動にご理解とご支援をいただきまして、心から

感謝を申し上げます。 

また、本日は、米山奨学生の「ﾑﾊﾏﾄﾞ・ﾊｻﾞﾐ」君を卓話

にお招き頂きまして、重ねて御礼申し上げます。ここ

で、彼のプロフィールを簡単にご紹介いたしますと、ま

ず、国籍はインドネシアです。大学は城西国際大学の

修士 2年生で、専攻は、国際文化を専攻しております。

この後、彼の卓話の中でもその辺の細かいところはお

話しすると思います。 

さて、ここで「ﾑﾊﾏﾄﾞ・ﾊｻﾞﾐ」君の卓話の前に、米山

奨学事業の理解促進のために 2 点ほどお話しさせて

いただきます。 

まず、1 点目は全国米山委員長セミナーで良く取り

沙汰されるのですが、米山梅吉翁について良く知らな

い方が多いという事です。そこで、ガバナー事務所経

由でクラブ委員長様に「米山梅吉・その生涯」という 46

分間のビデオを送付してありますので、是非視聴の機

会を作って下さい。又、ダビングして会員の皆さんに

お配りしても良いと思います。 

2点目は、米山奨学事業は、国際奉仕事業であると

いうご認識をお持ちいただいておりますでしょうか？ 

文字通り、米山奨学事業は、「国際奨学事業」であり、

「国際奉仕事業」です。 

世話クラブ・カウンセラー制度により、親日家や知日家、

ロータリーへの理解者を育て、世界に平和の種をまく

のがこの事業です。どれだけ素晴らしい奨学生を育て

たかという成果は、世話クラブ並びにカウンセラーさん

にかかっております。その辺のところにも、この事業の

醍醐味があるわけです。その育てた成果の一部として

ロータリアンに成ってもらいたいという思いから、この

度、新規のクラブとして衛星クラブを創ろうという運びと

なりました。 

これは、ガバナーも当然承認しておりますが、米山学

友並びにローターアクトが中心となり、ロータリー学友

を主体とするクラブでございます。そこにはスポンサー

クラブより推薦されたロータリアンが数名加わりまして、

スポンサークラブが指導育成するものです。当然米山

委員会と青少年育成委員会が側面からサポートして

行きます。どうぞこの先少しずつ手続きを進めて行き

たいと思いますので、温かく見守っていただきたいと

思います。 

最後に成りますけれども、ロータリーの精神を理解した 

米山奨学生を日本と世界の架け橋に育てること、そし

て、世界に羽ばたかせることは、私たちロータリアンの

誇りでもあります。どうぞ今後とも、ご理解賜りまして、

第 2 の奉仕である「ご寄付としてのご支援」も今後とも

宜しくお願い申し上げまして、ﾑﾊﾏﾄﾞ・ ﾊｻﾞﾐ君の卓話

にバトンタッチさせていただきます。 

卓  話 

米山奨学生 ムハマド ハザミ 様 

皆さんこんにちは。今
年の 4月から米山奨学生

として鴨川ロータリークラ

ブにお世話になっており

ます。インドネシアから参

り ま し た Muhammad 

Hazami と申します。今日、

このような場で、お話をす

る機会を与えていただき、

ありがとうございます。 
 私はインドネシアのジャカルタから参りました。現在、
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城西国際大学修士課程人文科学研究科国際文化専

攻の 2 年生です。私の研究テーマは「災害ミュージア

ムを通して見た災害の記憶の継承に関する研究」。本

研究、災害ミュージアムを通して日本とインドネシアに

おける災害の歴史と災害の影響、そして両国の社会

において記憶はどのように継承されるかについて研究

しています。 

 つづいて、私の家族を少し紹介させていただきます。

私の家族は 5 人の家族です。私は長男です。父は会

社員です。母は主婦です。弟は会社員、妹は中学生

の 3 年生です。父はジャカルタ出身、母はインドネシ

アのアチェ出身です。私の趣味は映画をみること絵を

描くことやバトミントンです。大学生のときバトミントンの

部活で積極的に参加した。 

 では、次にインドネシアについて少し紹介させてい

ただきます。インドネシアは世界最多の数多くの島に

抱える国です。赤道にまたがって 1 万 4000 もの大小

の島により構成されています。人口は 2 億 5500 万人

を超えて、世界第 4 位の規模であり、また世界最大の

イスラム人口国としても知られています。インドネシア

の中に五つ大きな島があります。Sumatra 島、Jawa 島、

Kalimantan島, Sulawesi島 最後は Papua Nugini島で

す。インドネシアの共通語はインドネシア語です。国

語となっていますが会話言語ではそれぞれの地域で

語彙と文法規則も違います。インドネシアのなかに

583 以上の言葉が日常生活で使われています。インド

ネシア語が国語と言っても、日常で話す人は多くて

3,000万人程度で国の人口比にすると意外と少ないで

すが、国語になっているため第 2 言語として話せる人

の数はかなり多いです。インドネシアは一つの国です

が、インドネシア人は実に様々な人々から成り立って

います。インドネシア人は、約 300 のエスニック・グル

ープ（民族集団）、そして 1340 の種族から構成されて

います。 

 インドネシアは多民族国家であって、種族、言語、宗

教は多様性に満ちています。そのことを端的に示すの

は「多様性の中の統一 Bhinneka Tunggal Ika」というス

ローガンがあります。この多民族国家に国家的統一を

もたらすためのイデオロギーは、20 世紀初頭からはじ

まった民族主義運動の歴史の中で、さまざまな民族

主義者たちによって鍛え上げられてきました。 

 インドネシアの有名な食べ物は Nasi Goreng, Mie 

Goreng, ビーフシチュー「Rendang」というものです。イ

ンドネシアの食べ物はだいたい辛いと濃い味にしてま

す。インドネシア人は「味が辛くないと食べれない」と

いう瞬間があります。日本と同じように日本人がみそシ

ールがメインな食べ物です。最近、インドネシアに

様々な自然災害がたくさん発生した。いろんな島に地

震、津波そして火山噴火が発生した。一週間前

Sulawesi 島にマグニチュド 7.4 弱、大地震つづいて津

波を発生して死亡者 2000 人を上回り、行方不明は約

5000人です。 

 私はインドネシアのパジャジャラン大学で日本語を

はじめ、人類学や異文化間理解を学びました。卒業し

てからはさらに日本語力の向上をはかり、グローバル

化世界について幅広い知識と経験を身に着けるため

日本への留学をしました。高校生の頃から、アジアの

国でありながら世界に多くの影響を与えている日本に

興味を持ち始めました。日本のドラマ、音楽、アニメな

どのソフト文化が好きになって、日本についてもっと深

く知りたいと思うようになりました。  

日本のアニメが好きでそこから日本語を学びはじめま

した。大学を進学するときに生物学を学びたいと思い

ますが日本文化もすごく興味深いです。その時はす

ごく悩んでました。しかし、将来は何をなりたいのか自

分のこころから日本文化を選んだ。私は「漢字、ひら

がな、かたかな」最初をみるときどうやってこの文字を

書くのか、どうしてこの重ねせんを意味があるのか自

分が面白いなことをずっと考えました。そこから大学で

日本語を学び、日本へ留学したいとおもうようになりま

す。日本の先端技術は世界中で有名であり、礼儀正

しく、時間にも正確な日本人やその文化について学

びたいんだと思いました。そうした意識から日本を留

学先に選んだ理由です。先進的でグローバル化の進

んだ日本の大学院で日本とインドネシアの災害復興と

災害記憶継承のについて比較研究をしたいと強く思う

ようになりました。日本語の運用能力向上をはかるの

は当然必要ではあるが、国際言語である英語も必要

です。日本では英語の力もさらに上達させる努力をし

ています。そうすることによって夢は叶えたいと思いま

す。これから日本語の N1 合格を目指して勉強をつづ

けます。 

 日本に初めて来たときカルチャーショックが受けまし

た。日本とインドネシア違うことがたくさんあります。例

えば食べ物、文化、季節、瞬間、考えかた、など多様

な異なることがあるから自分が興味深いになって日本

のことがもっと知りたいと思います。自分は日本人から

時間を守ることをたくさん学びました。時間を守ること

だけではなく、時間をどうやって管理することがたくさ

ん学びました。日本に留学するときに生活が変わりま

した。生活のためにアルバイトはやらなければなりませ

んですが学校は優先なことです。その両方のことから

時間を管理することが学びました。学校で自分の日本

語能力を増えた。日本語だけではなか日本人と他国

の友達ができた。アルバイト先でも同じです。学生生

活でもちろんつらいことがたくさんあり、例えばお金の

問題です。奨学金をもらうまえに、自分が親の負担を

かけないように自分が学費を払えるためにたくさんア

ルバイトをやりました、そのせいで勉強時間があまりな

いである。日本語の本を読むとき読めない漢字もたく

さんあります。短い時間でどうやって本を読み切るの

は難しいだと思う。しかし、今米山奨学金を頂いたから

すごく助かりました。勉強の時間ができて、ロータリー

から様々な交流会も参加することができた。そして新し

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%B0%91%E6%97%8F%E5%9B%BD%E5%AE%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%AD%E3%82%AE%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/20%E4%B8%96%E7%B4%80
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い友達ができたり、旅行もできたり、研究調査もできた

りそして交流会をたくさん参加した。私にとって学生生

活は大事な期間です。なぜならば、将来を向かうため

に自分が準備する機関だと思う。大学院は短い時間

ので自分が楽しみにしてます。 

 今年は米山ロータリー奨学金を受けた。とっても幸

せと感謝します。米山ロータリーの奨学金他の奨学金

から違います。お金をもらうだけではなく自分がもっと

成長し、良い人間になるためにそして平和に暮らすた

めに様々な交流会またイベントをやってくれたからす

ごく素晴らしいな奨学金だと思います。ロータリーは

様々ことを面倒をみてくれておりますので自分ももっと

動力をだして、友達だけではなく、世話クラブカウンセ

ラーさんと仲良くになりたいです。そして良い深く関係

を作りたい。ロータリーから様々なことを学んで、自分

が将来のためにもっと頑張って行きたいです。ロータリ

ー米山記念奨学金は、私にとって、世界観を広げ、ネ

ットワークを強くし、奉仕と平和への責任感を出てきた、

大事な存在です。これから、わたしは永遠なるロータリ

ー米山奨学生として、人と人の間を繋げる、そして交

流の場を設けられる人間になるため、頑張っていきた

いと思います。 

 ロータリー奨学生になって、自分が他の人に何を貢

献できるのか、自分が他の人に何を役に立てるのかを

考えます。お金をもらうだけではなく、将来自分から平

和のために他の人に何を力になれるのかを頑張って

活躍したいです。また、今後は、今までの感謝の気持

ちを表す恩返しとして、例会にも積極的に参加し、自

らの体験を発信していくように頑張ります。そして一期

一会の言葉通りに、皆様との出会いを大切にしていき

たいです。最後になりますが、近い将来、修論をかき

ながら自分が国際関係なインドネシアと日本ある仕事

を目指して就活をしています。自分の夢でもある国際

社会で求められる人材となり、日本とインドネシアの架

け橋になって、自分が国のため何を貢献できるのか、

国の力になりたいです。どうかこれからもっと頑張って

行きたいです。どもよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございます。 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３８名  

出 席：２９名  欠 席： ９名  出席率７６．３２％ 

欠席者：泉君・上総君・木曽君・大里君・副島君 

鈴木君・高橋宏資君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】 

10/11 第 8G会長幹事会 

石毛君・金島君・宮内(龍)君・櫻井(公)君・高橋君 

10/14 ロータリー憩いの森 P（参加２４名） 
青野君・石毛充君・金島君・上総君・小林君・神津君 

松本君・宮内(秀)君・宮内(龍)君・宮内(清)君・村田君 

永澤君・櫻井(公)君・猿田君・島田君・副島君・高瀬君 

高橋宏資君・田中君・寺内君・須永君・常世田君 

山崎君・米岡君 

10/16 銚子東 RC 金島君 
 

【ニコニコ】 

西日本豪雨災害募金   ￥25,000 

胆振東部地震災害募金 ￥26,500 

 

 

 

 

 
 

                      

ロータリー憩いの森プロジェクト作業 

１０月１４日(日) 猿田神社 北側駐車場  

午前１０時～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪天候の中お疲れ様でした。 

社会奉仕委員会 

地域・環境保全委員会 

ニコニコ BOX ￥13 ,000 計 ￥149,060 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 13,141 

米山 BOX ￥ 3,490 計 ￥ 15,645 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 99,150 

次週（１０月 24 日）のプログラム 

「なぜ甲子園か」 

阿天坊 俊明会員 

お弁当： 高浦 （幕の内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 


