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２０１９年（令和元年） １０月３日  (木 ) 曇り 第２６６２回（当年度第９回）例会  
               

            

点 鐘                 会長  岩田 静夫君

司 会              委員長代理  猪子 明君 

国歌斉唱                       「君が代」 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和                

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介 

地区米山記念奨学委員会(名古屋瑞穂 RC) 

                                  市岡 正蔵様 

 
米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 

会長挨拶                    会長 岩田 静夫君 

  

 
Thank you all for coming today to Rotary club of

 Konan meeting. 

First, I’d like to introduce Miz Samantha, a schol

arship student, 

and Mr Shuzou ICHIOKA from Rotary Yomeyama 

Memorial Foundation. 

We welcome both of you. Please enjoy yourselves

 today. 

地区米山記念奨学会の市岡正蔵様、米山奨学生の

サマンサさん、本日は江南RCへようこそ。歓迎いたしま

す。楽しんで下さい。10 月は米山月間となっております。

お二方には卓話をお願い致しますので、宜しくお願い致

します。 

さて、皆さんもそうだと思いますが、マイロータリーに

登録しておりますとよくメールが飛び込んできます。RI J

apan Office、ポリオ、財団、ロータリーリーダー、などな

ど。最近特に多いのがハワイ国際大会の登録ですが。 

そんな中、当クラブにおける重点目標である会員増

強の記事を目にしました。 

「ロータリー 会員としての経験」と題して、なぜ人は

ロータリーに入会するのでしょうか。クラブ会員であり続

ける、または退会する理由は何でしょうか。会員のニー
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ズ、関心、参加の姿勢をより良く理解するため、アンケ

ートを行っています。入会候補者、現会員、元会員の洞

察を与えてくれますと。 

〇入会候補者の入会の理由→地元の奉仕プロジェク

トに参加する。個人的な成長と研修の機会が得られる。

…できること→興味を示した人に連絡を取る。オリエン

テーションでポジティブな体験をしてもらう。地元や海外

での奉仕プログラムへの参加を促す。 

〇現会員の継続の理由→地元の奉仕プロジェクトに

参加する。友情や親睦を楽しむ。職場や普段の付き合

いの外での人との交流。…できること→リーダーシップ

を実践で示す。元気なクラブを作る。あらゆる入会年数

の会員の参加を促す。 

〇元会員の退会の理由→費用や時間の制約。クラブ

の環境や文化。期待外れ→クラブの現状を評価する。

クラブ会員基盤の多様化に取り組む。クラブ運営に柔

軟性と多様性を取り入れる。 

まさに伊藤ガバナーの地区方針そのものです。会員

増強にご協力をお願い致します。 

 

米山記念奨学会目録贈呈         市岡 正蔵様 

 
 

第 1回米山功労者感謝状贈呈      中村 耕司君 

 
                        

幹事報告   -別紙-        幹事  中村 耕司君 

 

祝   福             委員長  松井 智義君 

 

出席報告                委員長 木本 寛君 

 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４６名 ３１名  １５名 ７５．６０％ 

 

ニコボックス                     木本 寛君 

○地区米山奨学委員会よりお願いにうかがいました。 

本日は宜しくお願いします。 

市岡 正蔵様 

○地区米山記念奨学委員会市岡正蔵様、ようこそ江南

ロータリークラブへお越しくださいました。本日の卓話宜

しくお願い致します。 

また、本日のクラブフォーラム米山奨学委員会のみなさ

ん、サマンサさん、よろしくお願い致します。 

岩田 静夫、沢田 昌久、中村 耕司、尾関 育良各君 

○市岡さんようこそ、途中で失礼します。 

医師会の行事の為。 

山田 猛君 

○伊藤鶴𠮷さん、靖祐さん 孫が大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

倉知 正憲君 

○本日誕生日のお祝いをしていただきます。 

ありがとうございます。 

長瀬 晴義君 

○本日はクラブフォーラム 米山奨学委員会です 

地区米山奨学委員会 市岡正蔵様 

米山奨学生 サマンサ ウン ムンイ君 

ようこそ江南ロータリークラブへ！ 

卓話楽しみにしています。 

岩井 正彦、波多野 智章、加藤 義晴、木本 寛各君 

 

卓 話 

「ロータリー米山記念奨学事業について」 

  地区米山記念奨学委員会(名古屋瑞穂 RC) 

                                  市岡 正蔵様 

 
 皆さんこんにちは。名古屋瑞穂 RCから出向させて頂

きました、 

市岡と申します。 

本日は、19〜２０年度伊藤靖祐ガバナー輩出クラブとい

うこのプレミアムな環境の江南RC様もとで、米山月間と

しての、お話する機会を頂きましたことに感謝もうしあげ

ます。 
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江南 RC様に於かれましては、日頃から米山記念事業

へのご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

また毎年多額の寄付を賜り、心より厚くお礼もうしあげ

ます。今年度もマレーシアからの米山奨学生（ｻﾏﾝｻ ｳ

ﾝ ﾑﾝ ｲさん）を受け入れて頂きました。 

 

【事業の背景】 

 米山奨学事業は、１９５３年、日本最初のロータリーク

ラブを設立した米山梅吉さんの功績を記念して設立さ

れた奨学制度で、現在この米山奨学事業は設立６７周

年を迎えています。 

そしてこの制度の特徴は、外国人留学生のみを対象と

しております。 

なぜ外国人なのかというと その目的は二つあります。

その一つは 

「将来日本と海外の架け橋として活躍してくれる優秀な

学生を支援すること」そしてもう一つは「ロータリアンとの

心の交流を図ること」です。 

つまりこれは、世界平和への願いを込めた「民間外交」

と言えます。 

 

【事業の詳細】 

例えば、奨学生を採用するための幾つかある、選考基

準のひとつに、「日本語がはなせること」があります。い

くら優秀な留学生でもこの選考基準は譲れません。なぜ

ならこれは「ロータリアンとの心の交流を図る」というもう

一つの目的に沿ってより深く、より高く、より広く交流す

るために、必要不可欠なコミュニケーションツールにな

るからです。 

 こうして選ばれた、奨学生には 月１０万〜１４万の奨

学金を支給します。奨学金の中には卒業後に返済を求

めるものもありますが、米山奨学金は一切、返済不要

です。ただし幾つか条件があります。まず配属された世

話クラブの例会に毎月一回以上必ず出席し、年一回以

上卓話をすること。またRC年間行事に出席すること。そ

して卒業した後は、学友になることです。 

このような条件で、現在奨学金を受けている奨学生は、

当地区で５２名います。 

 

【ご支援のお願い】 

 重要なのは、この制度のすべては皆様から頂戴する

寄付金で成り立っているということです。その寄付金に

は、「普通寄付金」と「特別寄付金」がある訳ですが、そ

の総額のうち８割以上を奨学金として使っています。そ

してその総額の割合から、翌々年の奨学生数を決めて

います。 

つまり奨学金がたくさん寄せられるほど、たくさん奨学

生が採用されるしくみとなっています。 

 

寄付金の個人平均は全国で 16,000円代ですが。2760

地区は 15,000円代にとどまっています。15,000円は残

念ながら全国で 14位です。 

 たくさん奨学生が採用するために、ここはひとつ 2760

地区のプライドにかけて頑張らなければならない、とい

うことで一人あたり 20,000円の寄付を寄せていただくこ

とを目標に掲げました。じつは今日伺いました本当の目

的は、この寄付金のお願いです。 

 

しかし安心してください。ロータリーは公益財団法人で

すので、寄付をすれば税金が控除されます。個人で寄

付してもよし・法人で寄付してもよし・遺言に残されるの

もよし・支援する側も、支援される側も、お互いハッピー

になれるこのしくみ（ｼｽﾃﾑ）さえ知っていれば、当地区と

しての目標達成も夢ではないと信じています。 

 

みなさんのお力で、一人でも多く、「海外への架け橋」と

なる人財・米山奨学生を ｢国際社会｣ へ送りだしてい

きたいと思っています。 

米山奨学事業への「ご理解」と「ご寄付」をどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

「私の国 マレーシア」 

米山奨学生 サマンサ ウン ムン イ君 

 
みなさま、 

お元気ですか？いつもお世話になっております。今１０

月になり、私はついに四年生になりました。 

奨学生になってから６か月が経ちました。この６ヶ月の

間にたくさんの経験が集まって、多いの人と事が知って

きました。この５月の研修会でカリモク家具企業を訪問

して、たくさんの奨学生たちを会って、友達になりました。

あそこで、８人ぐらいのマレーシア人も会えました。研修

会と交流を会通じて、名古屋大学以外の学生たちを会

えるのは嬉しくて、大学以外のことを学ぶことができて

よかったです。さらに、世話クラブで色んな人生経験を

持っているロータリアンにお会いできて光栄です。 

ロータリー米山とカウンセラーのおかげで、私は７月に

初めてモンゴルに行って、思い出に残る旅行をしました。

モンゴルで、広い草原で遊牧生活を体験できました。新

しい環境で新しい文化を学びました。この旅のハイライ

トは第 2回ロータリー米山世界大会でした。その大会は

モンゴルのウランバートル市に開催されました。大会の

ために世界中の学友たちが集まるのを見るのは素晴ら

しい経験でした。私は大会でマレーシア学友会の創立

者ウォング先生をお会いできまして、話をする機会もあ

りました。ウォング先生は人として私にインスピレーショ
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ンを与えました。 

この６ヶ月の間、私はロータリー奨学生になって良かっ

たです。今後の活動も楽しみにしています 。それで、

私はこの貴重な機会をつかみ、奨学生として残りの 1

年間を最大限に活用したいと思います。この後の一年

間もよろしくお願いいたします。 

今日の卓話の内容ですが、私の国の話をしたいと思い

ます。 

皆様も知っているかもしれないですが、私はマレーシア

人です。私も第三世代の中国移民です。私の祖父母は

第二次世界大の前に中国の海南島と広東省からマレ

ーシアに移民しました。その時に、約数百万の中国や

インドからの出稼ぎが労働者として、マレーシアに入国

し、建設労働とともに錫およびゴム産業の労働に従事

しました。その結果、マレーシアは多文化の場所になり

ました。現在として、マレー人は総人口の 69％、中華人

23％、インド人 7.0％を占めています。 

左の図を見ると、一番左と一番右の人は先住民です。

先住民の服装を着てます。２番目、３番目と４番目の人

はインド人、マレー人と中華人となります。 

 次はマレーシアの旗です。  

星の 14点と 14のストライプは、州間の統一を表してい

ます。彎月は、国の宗教であるイスラム教を表していま

す。  青はマレーシア人の団結を象徴しています。 星

と彎月の黄色はマレーの支配者の王室の色です。マレ

ーシアは東南アシアの真中にあります。そして、マレー

シアは西と東マレーシアに分かれています。マレーシア

の面積は日本とほぼ同じぐらいです。 

これらの写真は中国の旧正月祭りを表します。中国で

は、円は団結 という意味があるので、中華人は円卓の

周りに集まるのが好きです。そして、写真からわかるよ

うに、中華人は赤い色は幸運と幸福を象徴するため、

赤い色が好きです。正月の時に、誰もが新しい服を着

て、家は飾られています。 

 正月の朝、子どもたちは両親と祖父母に挨拶をし、赤

いパケットを受け取ります。挨拶をする方法は年寄りに

新年あけましておめでとうございますなどの挨拶です。 

お金は赤いパケットであり、子供たちはお正月の間に

会う大人から受け取ることができます。 

中国の正月のもう一つの重要な事は獅子舞と爆竹で

す。獅子舞と爆竹が大きな音が出られますので、昔に

村の怪物を追い払うことができると信じられており、こ

の伝統は今日まで続いています。 

 次ですが、これらの写真はマレー人の hari rayaという

正月祭りを表します。この祭りは、1 ヶ月間の断食の後

に祝われまして、イスラム教徒にとって重要な祭りです。

それは村にある伝統的なマレー人の家です。マレー人

は宗教のために豚肉を食べることができませんので、

たくさんの牛肉や鶏肉を食べます。写真の中は satayと

いう牛肉串です。肉串は竹で炊いたもち米とピーナッツ

ソースで一緒に食べられます。 

中華系の正月祭りと同じように、正月の朝、子どもたち

は両親と祖父母に挨拶をし、青のパケットを受け取りま

す。挨拶をする方法は年寄りの手の甲に額を触れて挨

拶します。 

次はインド人の正月祭りです。Diwali と言います。Diwa

li は５日間の光の祭りです。通常に 10 月か 11 月に祝

われます。写真からわかるように、祭りはキャンドルと

カラフルなライトで祝われます。インド人は 色付きのお

米を使って床に模様が作られます。この時間中、さまざ

まなショッピングモールも床に色付きのお米の飾りがあ

ります。 

 次はマレーシアの伝統的な食べ物を紹介したいと思

います。これまで例会に食べる機会がない和食を食べ

て、私もマレーシアの伝統的な食べ物を紹介したいと

思います。マレーシアの文化が異なるので、多くの選択

肢があります。私はマレーシアにいたときに毎日何を食

べるかを考えなければなりません。 

これらの写真はマレーシア人が通常朝食に食べるもの

です。 

左の写真は有名なカヤトーストです。カヤはパンダンの

葉から作られたジャムです。葉から良い香りがしますの

で、食べ物やデザートによく使われます。カヤトースト

は通常、半ゆで卵とミルクティーで食べられます。この

ミルクティーはマレーシアでティータリクと呼ばれます。

タリクは引くという意味で、このお茶は 1m以上の高さか

ら何回も注いで引きます。これにより、お茶の泡が増え

て滑らかになります。 

次は nasilemak です！nasi lemak はバナナの葉に包ま

れて,ご飯はパンダンとココナッツミルクで調理されます。

私たちは通常、スパイシーなサンバルやゆで卵やアン

チョビと一緒に食べます。nasilemakを朝食として食べと

昼食まで満腹になります！次は多分みんなも知ってい

る物です。 それは dim sumです！ 日本に人気ある si

ewmaiもdimsum の一つです。次は人気のあるインドの

朝食です。それは rotiです。naanより柔らかくてふわふ

わです! 卵や玉ねぎなど roti にさまざまな中身を入れ

ることができます。私は卵と一緒に食べるのが好きで

す。これはインド人がミルクティーを引いている写真で

す。そして、右は nasi lemak の中身です！この nasi le

makはフライドチキンと辛いイカが入っています。 

今度は、ドリアンで作ったドドルを持ってきました！ 

今回は普通のドドルじゃなくて、ドリアン味のドドルを持

ってきました。 

ドリアンは好き嫌いが強いものなんですけど、、ぜひ食

べて下さい！ 

最後になりますが、これはマレーシアの首都にある有

名なツインタワーです！ 

ツインタワーはショッピングモールや サイエンスセンタ

ー や アートギャラリー や 水族館があります。それ

だけじゃなくて、巨大な公園と噴水に囲まれています。

ツインタワーはマレーシアを訪れる際には必見の場所

です。 

皆様、機会があれば、ぜひマレーシアに来て下さい！  
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※卓話 You tube動画 

今年度からＨＰでの公開のみとしています。 

詳しくは、広報まで連絡ください。 

 

点鐘                    会長  岩田 静夫君 

 

 

 

 

地区だより 

写真等ございましたら、広報までお知らせください。 

 

名古屋東・千種・昭和ロータリークラブ合同ガバナー公

式訪問例会が 10月 7日に行われました。 

 
 

 
(担当 暮石 哲真) 


