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10月に入りましたが、今日は今年最後の 30°越えだ

そうです。近頃の気候は昔からの常識が外れる事が多

いです。今月いっぱいスーパークールビズということ

にしたいと思います。今月は、経済と地域社会の発展

月間・米山月間です。我々のクラブも今年「世話クラ

ブ」となり、留学生との交流を進めていく事となりま

した。初めてでわからない事、戸惑いもあるでしょう

が、クラブの活性化、これからのクラブの道標になれ

ばと思います。ペンピモンさんとまだ話しをしていな

い会員も、例会や交流の場で是非会話を楽しんでみて

ください。米山記念奨学会はロータリーの理想とする

国際理解と親善に寄与することを目的とするとありま

す。次年度も続けられれば幸いです。 

 

会務報告をいたします。 

・９月度会計報告は承認されました 

・周年行事参加について 

 会長・幹事・相当な人数で出席する 

 一部クラブ負担とする 

・クリスマスファミリー会について 

 12/15（木） 横浜 聘珍楼 

 詳細は後日、親睦委員より連絡する 

・11/6（日）少年野球教室について 

 要項がほぼ決まり、今年のロータリー財団地区補助

金事業としてロータリーデーという事で行います。 

 全員参加でお願いします。 

・米山奨学生の行事参加について 

 改めて土屋カウンセラーと打ち合せる 

その他、11/12（土）行われる山武市マラソン大会に

協賛の意見と、会員増強委員長から４～５名に声をか

けているという報告がありました。皆様も新会員に関

する情報があれば幹事まで連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副幹事  倉石 昌治 

市原幹事所用のため本日はお休みしておりますので替

わりを務めさせていただきます。 

①例会変更のお知らせ（回覧） 

・八日市場ＲＣ  ・茂原東ＲＣ  ・小見川ＲＣ 

②会報､活動計画書受領クラブ（回覧） 

・佐原ＲＣ 

③ＰＧ白鳥様より会報のお礼状が届いております。 

④財団室 NEWS2016年 10月号が届いております。 

⑤八街ＲＣより 50周年記念誌が届いております。 

 

 

 

 

◇クラブ奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

親睦委員長  小林 定雄 

こんにちは。先日、クラブ奉仕委員会が開かれまして

親睦委員会としてクリスマスファミリー会の日程と行

く会場が決定しましたのでお知らせいたします。 

12月 15日（木）、 横浜中華街「聘珍楼」に決まりま

した。詳細につきましては、後日、ご連絡致しますの 



で皆様の御参加をよろしくお願い致します。 

 

 

◇社会奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

 

委員長  古西 弘和 

社会奉仕委員会並びに青少年奉仕委員会から、今年度

の社会奉仕の一大イベントであります少年野球教室に

ついて皆さんにご連絡申し上げます。 

 

「さわやか野球教室」 

協力 ： 読売新聞 

日程 ： 平成 28年 11月 6日（日） 

場所 ： 東陽小学校グラウンド 

 

昨日も会長と共に東陽小学校にご挨拶、打ち合わせで

伺いました。開催に関しましてはクラブ全員参加でお

願いしたいと思います。 

当日の時間、役割分担等、詳細につきましては、皆さ

んにわかりやすく早めにご連絡したいと思います。 

皆さん、ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ウイライラッタナ・ペンピモンさん 

成田空港南ロータリークラブの皆様こんにちは。 

私は現在、タイからの留学生として千葉工業大学で学ん

でおります。私がここまで勉強に専念してこられたの

は、皆様のご支援のおかげでございます。改めて心より

感謝申しあげます。本日の私の卓話は大きく５つに分け

て発表させていただきます。 

 

まず初めに私の母国と生い立ちについてお話し致しま

す。 

皆様は、タイ王国をどのくらいご存じでしょうか？  

皆様の中には、タイに旅行で行かれたことがある方もい

ると思いますが、一般的にまず思いつくことが、熱い

国、それからからい料理、それからタイ人のニコニコし

た微笑みというところでしょうか。 

まず私の国について少しご紹介させて頂きますと、世界

マップではタイ王国は東南アジアに位置し、西にミャン

マー、北にラオス、東にカンボジア、そして南にはマレ

ーシアと接しています。そういう位置関係ですのでタイ

は東南アジアへの玄関になっています。国民数は約670

万人、そのうち90％が仏教の信者の為、仏教がタイの代

表的な宗教になり、多くのタイ人は生まれてから死ぬま

でお寺と関わっています。又、タイの習慣である拝むこ

とは、古代よりインドから伝わってきたもので、お坊さ

んを尊敬することからきております。相手に向かって手

を合わせ、おじぎをすることを言います。タイでは拝む

という行為により良い関係を築くことにつながります。

つまり、お互いのことを認めることを表すために相手に

拝み返すことです。日常の挨拶の中で「サワッディーカ

ップ／カ」はこんにちは、「コープクンカップ／カ」は

ありがとうという意味です。皆さんはタイへ行く機会が

ありましたら、こういった挨拶を交わす時におじぎをす

ることは相手に良い印象を与えますから、ぜひ、試して

みてください。 

またタイの国には、国民に敬愛される王様がいます。プ

ミポン国王は単なる王様ではなく、国民がより良い暮く

らしをできるように支援し続けているタイ国民の父で

す。その国民のために尽くす姿は尊敬される理由になり

ます。タイ人にとっては自宅、道路の両側、又重要な場

所に国王の写真を飾るのが珍しいことではありません

が、外国人を驚かせています。 タイの首都は「グルン

テープ・マハナコーン」といいますが、海外からは「バ

ンコク」と呼ばれています。この首都「グルンテープ・

マハナコーン」という名前は、首都としては世界一長い

名前です。「グルン」は「町」、「テープ」は「神様」

の意味で、この２つの言葉を組み合わせ「神様の町」と

意味して、別の言い方をしますと栄えるが集まる街とい

う意味につながります。 

続いて、私はバンコク出身ではなく、タイの南で生まれ

て育てられました。タイの南地方といえばプーケット、

奨学生卓話 



クラビーをはじめ綺麗な海がたくさんあります。そして

魚介類がとても新鮮で美味しい地方です。 南地方の左

右は海に囲まれていまして、建物の雰囲気や方言、そし

てタイで最もカライ料理などがタイのほかの地方と少し

異なり、これは南地方の特徴です。 

私の実家はソンクラー県です。ソンクラー県はマレーシ

ア国境と接しています。マレーシア側との商業が盛んで

いるため経済が活発であり、非常に景気の良い街です。

ソンクラー県は経済的にはタイの一つの重要な県とも言

えます。私の家族は私、妹、両親、そして祖父祖母の三

世代が一緒に暮くらしている大きな家庭です。現在、私

以外はソンクラー県に住んでいます。私の父はソンクラ

ー県サダーオ市の市長をして、サダーオ市民の暮らしを

支援しています。母は病院で衛生検査部の技術士をして

おります。妹は大学で経理を勉強しています。 

私が子供の頃の生活は学校中心で。小さいころから寄宿

学校で生活をしていました。週に１回は帰宅制が許され

るのですが、実家に帰ったときに両親を抱きしめて泣い

た記憶がたくさんあります。その時は毎日実家に電話し

て、その日の出来事を話し合う様に家族と約束しまし

た。寄宿学校生活は多くの人にとって自由がなく嫌かも

しれませんが、私にとっては友達との絆が強くなりまし

た。友達の間の愛が深くなりました。今の私は、この学

校で忍耐力を鍛えられ、生活習慣が几帳面になりまし

た。この寄宿学校で学んだ教えが生かされたせいか、日

本での留学生活も思ったより楽に過ごしております。 

 

続いて２番目として、日本に来るきっかけ について少

しお話し致します。 

私達外国人からしますと、日本といえば観光客を呼ぶ他

の国に無い美しい文化、そして自然を思い出します。私

はそれに加えて、日本の文化と日本人の考え方を尊敬し

ています。それは日本人の価値観の考え方や、又、他人

に対しての思いやりや他人のことを助けることです。私

は2011年に３ヶ月間、大阪工業大学に交流学生として選

ばれました。３ヶ月間で、日本の教育は学生自身に考え

させるとして応用力を身につける、ヨーロッパと同じく

教育制度が高い事が分かりました。仕事のプロセスに於

ける弱点を見つけ、分析、それの解決策を生み出す、

又、未然に防ぐ案まで考える事は、日本が日常から問題

に対する準備をしていることが分かりました。それに、

日本は資源を大事にして、効率の良い使い方を重点にし

て、環境にやさしい仕組みなどを発見、開発していま

す。これは日本が自分の為に技術を開発しているのでは

なく、世界をより美しく、住みやすくしていると感じま

す。私は前述の理由により、もう一度日本に留学したい

と考えました。大学を卒業した後、私は日系企業に就職

しました。そこで「ほう・れん・そう」という言葉を学

びました。「報告・連絡・相談」により社内、部署内、

又はチーム内の仕事の効率を上げ、コミュニケーション

を増やし、ミスを減らし、すぐに問題を解決ができま

す。又、会社は社員の能力向上の為仕事に役に立つ教育

プログラム、社員が興味を持つテーマを設けています。

更に福利厚生の面も非常によく、社員の事を思うから会

社への忠誠心向上に繋つながります。私は日本での留学

する為に退職しましたが、大学院を卒業後、日本企業で

仕事をしたいと今でも考えています。日本は私にとって

第二の故郷であり、私に考え方、仕事の仕方を教えてく

れ、私をより「心を高めた」人間にしてくれると思って

おります。私をより能力の高い人にするところでありま

す。私は将来、日本で学んだことをタイへ持ち帰り、国

の発展に貢献したいと考えております。又、私を育てて

くれた日本にも貢献したいと考えています。 

 

続いて３番目、今の私について少しお話しをさせていた

だきます。  

現在私は千葉工業大学 大学院の２年生です。私の専攻

は各プロジェクトを目標に達成する為に、如何にヒト・

モノ・金・情報を最大にして最適に活用するかを重視し

ています。先ずはプロジェクトの企画です。プロジェク

トを計画し、各行事の工程及び時間の順序を決めること

です。次は資源、コスト、予算が予定している目標値を

超えないように管理します。プロジェクトの開始から完

了まで、各要素を管理するには「プロジェクトマネジャ

ー」の役割が欠かかせません。プロジェクトマネジャー

は各工程の窓口となり、プロジェクトが円滑に進める様

に関連するすべての事項を決裁する権利を持っていま

す。 また、プロジェクトマネジャーは既存の資源を管

理するだけではなく、起こり得るリスクを管理します。

全体をマネジメントし、成功する可能性を高めます。で

すから、優秀なプロジェクトマネジャーがいるというの

は、そのプロジェクトが５割以上達成していると言えま

す。この専攻を学んだことで、日本における世界トップ

クラスの考え方、管理方法、管理システムを勉強するこ

とができました。将来、学んだ知識を自分の持つプロジ

ェクトに活用または工夫し、成功したプロジェクトマネ

ジャーになり、母国を成功させいる一員になりたいで

す。 大学院ではタイの電子的な成功を重視し、タイの

電気製品に使われるインターフェイス開発について研究

しています。詳細につきましては次項に話します。  



続いて４番目、私の研究テーマ について少しお話しを

させていただきます。  

ユーザー・インターフェイスとはユーザーとコンピュー

ターの間を接続する機能で、ユーザーがコンピューター

と簡単にコミュニケーションや、感知する設計です。こ

の技術のシステム及び使い方を理解するのに、ユーザー

の高度な個人能力が要らなく、トレーニング時間も短く

なります。現在ユーザー・インターフェイスの開発は、

ビジネス、工業などすべての業界で重視されています。  

タイのI C T 業界のユーザー・インターフェイスの設計

開発をテーマにして、タイ市場に出回っている電子製品

及び電気製品に指示ボタン機能を開発することにしまし

た。タイに販売している電気製品は、主に日本、米国、

ヨーロッパなど海外の技術及び設計を導入したもので、

デザイン及び使い方がほとんど変わらないですが、タイ

人向けに一部の部品および制御機能を改造しています。

しかし、オリジナルは英語版のため、コピー又は翻訳す

る工程において、母国語ではない為、誤解による使い方

が間違う可能性があります。従って、本研究の目的は、

電子製品及び電気製品の制御機能用に、タイ人に適切な

タイ語を設計開発することが必要になります。電子製品

及び電気製品向けタイ語制御機能を開発するのに、有効

なタイ語の表示及び最も活用できる機能になるようにタ

イ語の認知システムを研究することが必要になります。

また、タイ語はほかの言語と比較すると英語のように語

と語の間隔がなく、日本語・中国語のように漢字がない

為、語の認知が難しい言語です。電子製品及び電気製品

上の表示はユーザーが目視で指示をすぐに認知し理解で

きるように、適切な言葉及び簡単に認知できる言葉を採

用しなければなりません。電子製品及び電気製品の制御

用言葉を学習した後、ユーザーが買い替えた時新しい指

示のトレーニングを省略することを顧慮して、どの機器

でも使える様に標準指示の設定が必要になります。本研

究が成功すると、タイ人がタイ語表示ボタンによって洗

濯機、冷蔵庫をはじめ電気製品の指示を簡単に理解で

き、操作できるようになります。私は本研究の成果がタ

イのエレクトロニクス業界及びタイ人に役に立つ研究と

考えています。 

 

最後、ロータリー奨学生について少しお話しをさせてい

ただきます。 

私はロータリー米山記念奨学生になった時から、ロータ

リー米山記念委員会は奨学金による支援だけでなく、勉

強及び日本での暮らしをスムーズになるように応援して

くれています。クラブメンバーの皆さまは日常生活につ

いて話しかけたり、例会又は外部の活動で出会う時いつ

もお互いに笑顔で迎え沢山話してくれたりするので、と

ても幸せです。特に例会は私のバテリーを充電するよう

な行事です。ほかのメンバーに会えて、「お元気です

か」の挨拶、「勉強を頑張ってね」の励ます言葉、「問

題があったら連絡してね」の心配などの話しできるの

で、日本での生活がより楽になります。私が悩んだとき

こう言った励ます声が私を元気にしてくれています。ま

た、全員のお名前を忘れたり、誤ったりして皆様に大変

申し訳ありません。今後は自信を持って、皆様のお名前

を大きい声で呼ばせていただきます。  

成田空港南ロータリークラブの皆には野球の試合を誘っ

ていただいて、誠にありがとうございます。試合中に皆

様がご親切に世話して、写真を撮影していただきまし

た。又は皆様が日本語で野球のルールを説明していただ

きました。今は野球が好きになり、ポイントを獲得方

法、ホームランをする方法を理解しました。また、千葉

マリンのファンまでなりました。今回の野球試合で良い

経験ができました。又クラブのほかの行事にも参加した

いと考えています。皆様の親切さは言い切れないほどた

くさんあります。例えば、各イベントの写真を送ってく

ださる事、TDLチケットのプレセント、お土産などの思

いが絶えていません。ちょっとした出来事かもしれませ

んが、積み重ねて絆そして友情が強くなります。また、

ロータリークラブ間でのイベントで多国籍の友達がで

き、お互いに文化を交流することができました。 

各交流会で友情を強くし、国間の友情、又はGroup 

Globalizationへと繋がります。多国籍異文化の中でも

みんなが無限大に友達を作れることがグローバル化の良

さを証明しています。 

最後に、カウンセラーの土屋様に感謝しております。私

はロータリークラブに入ってから、土屋様と奥様が家族

のように生活での悩みを聞いてくれて、相談に乗ってい

ただき私の面倒を見ていただいております。時間がある

とき、お二人は私をいろいろな場所へ連れて行ってくれ

ました。本当にありがとうございます。今回の卓話を終

わり前に、皆様に奨学金のご支援、お世話をしていただ

きまして心より感謝いたします。皆様のご親切に適切な

お返しが無いですが、私は精一杯勉強を頑張って、ロー

タリークラブのイベントにも積極的に参加したいと考え

ています。私ができることがあれば、ぜひお声をかけて

ください。 

 

 

 



 

青柳誠君・石田喜一君・前川成吉君・小林定雄君 

・伊藤元雄君・高田一行君・渡邊孝文君・倉石昌治君 

      …観月会 楽しかったです 

土屋俊夫君・冨一美君 …ペンピモンさん卓話がんばれ 

内田裕雄君 …誕生日のお祝いを頂きましてありがとう

ございます 

小川佐内君 …結婚記念日のお祝いを頂きましてありが

とうございます 

古西弘和君 …奥様の誕生祝いを頂きましてありがとう

ございます 

花澤昇一君 …観月会に出席できずすみません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日計   20,000円 

   累 計  249,002円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

第 36 回金刀比羅神社奉賛会書道展 
成田空港南ロータリークラブ協賛 

10 月 3日～10日、近隣の小中学校児童生徒の書道展が山武市松尾町の金刀比羅会館にて開催されました。 

１０月２日～３日にかけて一泊二日の米山梅吉記念館探訪研修旅行に、米山奨学生のウイライラッタナ・ペンピモンさんと

土屋俊夫カウンセラー、冨地区米山委員長が参加しました。 

出席報告 

例会日 会員数 出席 

10月 6日 36 27 

 

出席率に用
いる数 ％ 

35 77.14 

 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 


