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今週のプログラム 

「私の職業奉仕 活動報告」 

銚子東ロータリークラブ 藤﨑 一成様 

前回例会報告（１０月２１日） 

点 鐘：田中 英子会長 

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： 

地区米山記念奨学委員会 福田 秀人様(浦安 RC） 

米山奨学生  

カドカンナゲ ラクマーリ カウシャラヤー様 

（卓話）

会長挨拶 

今月は米山月間ということで、本日は、地区米山記

念奨学委員会より、浦安ロータリークラブ福田秀人様、

そして、城西国際大学在学の米山奨学生 カドカンナ

ゲ・ラクマーリ・カウシャラヤー様にお越し頂いておりま

す。後程、ラクマーリ様の卓話を楽しみにしております

ので、どうぞよろしくお願い致します。 

先週10/17(土）13：30～「三委員会合同セミナー」が

TKPガーデンシティ千葉を会場とし、同時にZOOMを

併用して行われました。当クラブからは、金島弘広報・

会報委員長が会場に出席、寺内忠正増強委員長は

ZOOMで出席致しました。 

翌日 18日(日）13：00～「第 1回 RYLA実行委員会

会議」が、鴨川ユニバースホテルにて行なわれました。

当クラブからは須永清彦会員が出席致しました。皆様、

ご協力頂き、ありがとうございました。 

ところで、昨日は何の日だったでしょうか？昨日は、

皆様ご存じ、日本で初めてのロータリークラブが誕生

した記念すべき日です。そこで、今日は日本のロータ

リーの歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。ご

存じの方は「そうだ、そうだった。」と、ご存じない方は

「そうだったんだぁ。」と聞いて頂ければと思います。 

日本で最初のロータリークラブは、1920 (大正 9)年

10 月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、翌

1921年 4 月 1 日に世界で 855 番目のクラブとして、

国際ロータリーに加盟承認されました。1923 年の関東

大震災の際には、国際ロータリー並びに海外のクラブ

から多額の見舞金が届いたそうです。 

1926 年、大阪で第１回日本ロータリークラブ連合懇

親会が開催され、1928 年には満州を含む日本に第

70 区設定、初代ガバナーに米山梅吉氏が就任しまし

た。その後、日本のロータリーは第 2 次世界大戦の影

響により、1940 年の臨時総会で、国際ロータリー脱退

を決議。戦後 1949 年 3 月にジョージ・ミーンズ事務

総長が来日し、日本の国際ロータリー復帰が承認され、

国際ロータリー第 60 地区として指定されました。そし

て、1952 年 7 月から第 60 区を分割し、第 60 区と第

61区の２地区となりました。 

そして、1952年 12月、日本で最初のロータリークラ

ブを創立した米山梅吉氏の功績を記念して、東京ロ

ータリークラブが米山奨学制度を設立し、翌年 4 月よ

り米山基金として募金を開始致しました。 

1962年には東京国際大会が開催され、参加74か国、

2 万 3,366 人を数え、新記録を作り、1978 年に開催さ

れた東京国際大会でも、参加 95 か国、3 万 9,834 人

を数え、新記録を作ったそうです。その後の日本のロ

ータリーの拡大発展には目覚ましいものがあり、ロータ

リー財団への貢献も抜群で、今や国際ロータリーにお

ける日本の地位は不動のものとなったことは皆様ご存

じのことと思います。東京ロータリークラブのホームペ

ージによれば、本日 17：00 より、帝国ホテル２階孔雀

の間にて、東京ＲＣ創立１００周年記念例会兼祝賀会

が開かれるようです。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/birth
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銚子ロータリークラブとしても一緒にお祝いしたいと思

い、クラブより会員の皆様に１００周年の記念品を差し

上げることに致しました。日本人の悪い癖、つまらない

ものですが、１００周年の記念すべき年にロータリーク

ラブに在籍していた証とて受け取って頂けたらと思い

ます。 

幹事報告 

【週報拝受】小見川ＲＣ 

1. 2020年 End Polio Nowリソースのご案内 

2. 2021-22年度地区委員推薦のお願い 

3. MyROTARY ﾘﾆｭｰｱﾙに伴う修正中の問題について 

…ガバナー事務所 

銚子東ＲＣ 

１１月３日(火)定款第７条第１節(ⅾ)により休会 

会員の記念日  なし 

ニコニコＢＯＸ  

✧浦安ＲＣ 福田 秀人様 

日頃より米山奨学生に対しまして

深いご理解ありがとうございま

す。本日は、宜しくお願い致しま

す。 

 

✧宮内 清次会員 

久しぶりにいい天気になりました。 

 

✧松本 恭一会員 

息子より結婚式の招待状が届きま

した。出席します。 

 

 

米山奨学生卓話 
カドカンナゲ ラクマーリ カウシャラヤー様 

（世話クラブ：東金 RC 城西国際大学） 

ロータリーク

ラブの皆様こ

んにちは、 ２０

２０年２０２１年

受け入れ米山

奨学生 私は、

城西国際大学

国際人文学部

国際交流学科

四年生のラクマーリカウシャラャーです。スリランカ人

です。２０１５年日本へ留学して二年間。城西国際大

学の留学生別科で日本語を学びそれから大学に入り

ました。東金ロータリークラブでお世話になっておりま

す。カウンセリングは小林様です。今日は米山奨学金

生としての私の生活はどう変わりましたかまたは日本

の留学生活や自分の母国のことについてみんなの前

でお話させていただきます。  
はじめに私の家族について少しお話しいたします。

私の家族は五人です。お母さんと姉さん兄さん妹と私

です。私は五歳の時お父さんは病気でなくなりました。

子供の時からすごく苦しい生活でしたがほかの子供

みたいに買いたいものあってもやりたいことあってもお

母さん私たちのため頑張っていることいつも私たち見

てるからお母さんにあれ買ってこれほしいと言えなか

ったです。この世界の中で一番私にとして大事なのは

私のお母さんです。私母みたいなえらい女の方ほか

にいないなといつも思われます。私は子供のごろから

勉強が好きで本読むのは好きでした。小学校、中学

校、高校までスリランカのセワナガラという学校で学ん

でいました。私の学校では英語教えてくれる先生はい

ませんでした。パソコンは四台しかありませんでした。

田舎の生活は町の生活のように便利な生活ではない

んです。田舎くらしは都会生活ほど快適ではなくても、

人生の美しさを楽しむことができる場所です。子どもが

幼い頃に環境と非常に近い生活を送ることができれ

ば、その生活から多くのことを学ぶことができると思い

ます。そんな村の生活がありましたが、奇妙な泳ぎ方

を習うためにクラスに行く必要がありませんでした。家

の近くに川があり、小さい頃に友達と一緒に泳いでい

ました。 

初めて日本に行きたかったのは6年生の時でした。 

私人生日本に行く最初の最初の夢だ。私はいつか日

本へ行きます。日本の富士山はや美しい桜は一回自

分の目で見てみてみたかった。ドラマでみて感じた日

本人の方々の温かい心のそばで少しいてみたいとそ

れからいつもう思われました。そのため私はいつもい

つも日本語学んだりしていました。最後に2015年の3

月私の夢はかないました。私は日本へ留学しました。

私の日本の生活の初めての春夏秋冬は言葉で説明

できないぐらいすごく楽しい期間でした。私は本当に

生きています。私の夢かないました。私が今まで見た

中で最も美しい光景は桜と花でいっぱいの美しい庭

園です。 道全体がとても美しいので、心の中で感じ

た喜びを語ることができません。  

話長くなってすみませんでは私は私の国について

少し紹介します。みんなスリランカという国わかります

か？スリランカは国という

より島です。すごくけしき

がきれいで、すみやすい

しおもてなしが一番高い

国と言ったらスリランカに

ついてわかっている方々

は私とさんせいだとおもい

ます。「光り輝く島」という意味の名前を持つ国。その

自然の豊かさから「インド洋の真珠」とも、またその歴
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史の悲しさから「インド洋の涙」とも呼ばれる。かつての

国名「セイロン」の名を冠した芳醇な味わいの紅茶。清

涼な気候と見ごたえある眺望に恵まれた高原地帯。

色鮮やかな魚が戯れる群青の海。さまざまな鳥や動

物が棲む緑。いにしえの栄華を想起させる遺跡。人々

の心を射止める宝石。そして、どこまでもあたたかい

人々のもてなし。北海道の約8割という国土の中に、自

然、民族、文化が驚くほどの多様性を備えて混在して

いる。 キラキラと輝く島、スリランカには、華麗なビー

チ、お茶のプランテーション、古代都市があります。ス

キューバダイビングスポット、象の孤児院、きらびやか 

な魚が泳ぐラグーン、木々の生い茂ったジャングル、

寺院などもスリランカの魅力です。インドからわずか32 

km の場所に位置し、かつてセイロンと呼ばれていた

この島には、約 2000 万人が住み、6 箇所の世界遺

産があります。2009 年 5 月に、長期にわたる内戦が

終結したことにより、国に平和と安定がもたらされ、再

び観光地として盛り返しています。アーユルヴェーダ

ーについても長い歴史を持っている国です。 国の周

りは素敵な海です青空の下みどりがおおくて自然の

美で住みやすい素敵な島です。  

スリランカ料理についても少しお話させていただき

ます。スリランカ人はカレーをよく食べます。毎食カレ

ーを食べるほどスリランカ人に愛されています。島国

なので魚介類が入ったカレーが多く、バリエーション

が豊富です。レストランや家庭によってレシピはさまざ

まです。日本とは違い、スリランカのカレーはいろいろ

な種類のカレーを一皿に入れてご飯と混ぜて食べま

す。さまざまな味のカレ

ーが合わさって奥深い

味になります。またスパ

イスの効いた辛口のカ

レーが定番です。スリラ

ンカ人の主食はお米で

す。インドと違い、スリラ

ンカではカレーはご飯と一緒に食べます。一般的にス

リランカで食べられるお米は細長くて粘り気がないで

す。日本人と同じで、ご飯はさまざまなおかずと一緒

に食べます。また米粉使った料理やスイーツが多いの

もスリランカならではの食文化です。米粉を使って作る

麺料理や伝統的なお菓子など、スリランカ人にとって

食事をするうえでお米は欠かせません。スリランカの

食文化は「辛さ＝美味しさ」と言われており、料理に香

辛料を多く使います。一般的なスリランカ料理は「グロ

ーブ」「カレーリーフ」「シナモン」「ターメリック」などの

さまざまな香辛料を 1 度に使います。またスリランカで

はカレー味に味付けされたグルメが多いのも特徴的

です。香辛料の効いたスパイシーな味のグルメが多い

ですが、ココナッツミルクもよく使われるので辛さの中

にまろやかな味を感じることができます。  

ロータリーについて私の考え、私はいつもロータリア

ン達に会う時は、すごく楽しみでワクワクしております。

コミュニケーションの大切さは世界の人々の皆さんと

の関係は強くするためにどんなに役に立ちますか？

違う文化でも違う考え方でもみんなの意見聞きながら

みんなの経験調べながらお互いに留学生活も生きて

いるまでの私の人生のためにこのロータリアンとしての

期間本当にいろんな勉強になっております。留学生

活は勉強ばかりだとほとんどの学生が思っているかも

知りませんが私が思っていることは少し違うかも知りま

せん、例えば学校で学んだ授業の内容は何ヶ月何年

たってから忘れて行くと思います。でもこの期間で私

たちに会えた方々彼らが私たちの生活を築くために

私たちに与えたアドバイスを決して忘れません。本当

に一生忘れません。  

日本人の文化をたくさん知る事ができたり、日本と

はどういうところかをおしえてくれたり、そのほかいろい

ろな国の方達もいらっしゃるので国々の文化を知るこ

とができます。いろいろな国の事をまなべるのがとても

楽しみです。本当にロータリーはグローバル・ビレッジ

みたいです。私もそのロータリーというグローバル・ビ

レッジの家族の一人になってよかったといつもう思い

ます。日本と言う国は、スリランカとは違ってすごく、れ

いぎが正しいので、日本のれいぎのすばらしさをスリラ

ンカに住んでいる人達にもおしえていきたいです。相

手の人に何か間違えたらすぐごめんなさいというのは

本当に素晴らしいことだと思います。世界でほとんど

のけんかに一番多い理由は自分が何しても正しい間

違っても相手にあやまらなくていいと思っていることだ

と思います。日本で電車乗っても間違えてとなりの方

とぶつかってしまっても、すぐに頭を下に下げてごめ

んなさいと言います。それで相手の気持ちもよくなりま

す。 

私は日本に来る前にスリランカで日本語を学んで

おりましたが、日本に来て日本語を学びはじめた時、

自分が学んでいた日本語とぜんぜん違う事がわかり

おどろきました。ほとんどの発音が間違えて覚えてい

ました。日本に来てから正しくどう発音しますかや社会

言語学はどんなものですかについて正しく勉強できて

よかったです。その時に私はスリランカの人達にただ

しい日本語をおしえてあげたいと思い、スリランカで日

本語の先生になりたいと思いました。  

日本人の方達はまだシンハラ語のにんしきが薄いと思

いますので、日本とスリランカのかけはしになって米山

の方達にシンハラ語を知ってもらうのが、私の目標で

もあり夢です。ロータリーの奨学生になってから私の

夢は広がりました。新しい外国人の友達に会えてから

日本語とスリランカ語だけではなくいろんな外国語を

学び始めたいと思いました。ロータリーの方々が私た

ちに助けていただいているみたいに私もいつかみん

なのためになんとかしてあげたいです。スリランカで勉

強したくてもお金がなくて勉強できなくなっている学生

の数は毎年増えています。みんなに私が学んだこと教

えてあげたいです。少なくてもみんな字かけるように、
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本読めるよう教えてあげたいです。  

日本に来てロータリアンになり、小林さんというカンセ

ラーの方に出逢いました。小林さんもほかのロータリー

の方々みたいにすごくやさしい方です。小林さん本当

にありがとう。東金ロータリークラブの皆さんにも、私た

ちに留学生活を助けている米山ロータリーの皆様にも

本当に心から感謝いたします。すごくやさしくて、いっ

しょうけんめいにいろいろときいていただいたり、力に

なってくださってとても感謝しております。ロータリアン

期間が終了したら、その感謝の思いをたくさん返した

いと思っております。  

日本で就職できたら、お休みの日を使って人の役に

たてる事や、ロータリークラブのかつどうを一緒にして

いきたいです。1人でも多くの方達のお手伝いをした

いです。  

日本で就職をできなかったら、ロータリークラブでお世

話になった方達をスリランカにしょうたいしてスリランカ

の国をみなさまの目で見てもらいたいです。実際にき

ていただき、色々スリランカの事を伝えたいです。  

今もこれからも続けたい事は、お年寄りの方や身体が

不自由で思うように動けない方達のお手伝いをしてい

く事です。少しでも多くのボランティア活動をずっとし

て行きたいです。今は、米山奨学金をいただいている

おかげで、アルバイトも減らせて、勉強も思うように出

来るようになりました。そのおかげで日本語もたくさん

おぼえる事ができてます。今年はコロナで大変な時期

で困って苦しんでいる方達もたくさんいる中わたしは

米山奨学金のおかげで生活もきちんとできています。  

私はボランティア活動が好きです鹿島で年上の方の

健康のため活動やったり。スリランカで小学生に教え

たりしていました。ロータリークラブでもいろいろ活動

やってみたいですがもし何とかイベントがあれば参加

させていただけないでしょうか。おねがいします。  

最後に 今までこの私に教えていただいた先生方

にそれから私の二つ目の家族になったロータリーとい

うこのグローバル家族の皆様にも本当にこころから感

謝いたします。本当にありがとうございます。将来母国

と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な

留学生を奨学することを目的として私は本当に頑張り

ます奨学金の期間終わってからもみんなと一緒にクラ

ブにさんかしたりしたいです。また、今後は、今までの

感謝の気持ちを表す恩返しとして、奉仕活動にも積極

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、自分の夢 でもある国際社会で求められる人

材となり、東金米山友愛ロータリークラブに入会し た

いと思います！どうかこれから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した。 

 

委員会報告 副島賢治例会運営委員長 

オンライン例会の開

催に向けた Zoom

の接続試験（テスト会

議）を次週実施いた

しますので、ご協力

のほど宜しくお願い

申し上げます。 

米山功労者表彰田中英子会長（2回目） 

 
 

 

 

 

 

 
 

【出席報告】  

会員総数３８名 出席計算３６名  

出  席２７名  欠  席 ９名  

出席率 ７５・００％ 

欠席者： 木曽君・村田君・佐藤君・信太君 

櫻井(公)君・島田君・鈴木君 

富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 10/25米山視察研修 大里君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥224,500 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 15,486 

米山 BOX ￥ 2,600 計 ￥ 19,291 

希望の風 ￥ ―  計 ￥ 89,020 

次週（１１月４日）プログラム 
「オンライン例会」 

12：00～ｚｏｏｍ 接続可 

12：30開会点鐘 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング奉仕の理想 

四つのテスト唱和 

   会長挨拶 

   理事会報告 

   誕生・結婚・入会・創業記念日の祝福 

   幹事報告 

   ニコニコ BOX紹介 

   委員会報告ロータリーの友 11 月号の紹介は次週 

米山奨学金交付 

卓話なし 

出席報告 

13：00閉会点鐘 

お弁当持ち帰り：桔梗屋（幕の内） 

 

 

 

 


