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点   鐘   会 長  高田一行 
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幹 事 報 告   幹 事  杉森幹男 

プログラム 

 本日のお客様 

  米山奨学生 アニス・コイルン・ニサ様 

 第一例会につき 結婚・誕生祝い 

 委嘱状の伝達 

   2018-2019年度 第 2790地区 

   米山記念奨学生選考面接官  冨 一美会員 

   2018-2019年度 第 2790地区 

   RLI実行委員会委員 

         土屋俊夫会員  冨 一美会員 

   奨学金授与（王 堯玉さん） 

 卓話（アニス・コイルン・ニサ様） 

   

 

 

「誕生祝」行木英夫会員  渡辺孝文会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「結婚記念祝」内田裕雄会員   越川 忠会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」  菅原裕輔 夫人 加代子様 

         川島 宭 夫人 二矩子様 

         冨 一美 夫人 由利子様 

         小林定雄 夫人 加代子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 31 年 1月 10 日） 

平成 31年 1月 17日発行 NO.2240 第 2394例会  会長 高田 一行   幹事 杉森 幹男   会報委員長 小林 定雄 

高田会長/渡邊会員 

高田会長/内田会員/越川会員 

高田会長/川島会員/冨会員/小林会員 



幹事報告 

理事会報告 

会長挨拶 

「委嘱状の伝達」土屋俊夫会員  冨 一美会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奨学金授与」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」 

第 48代会長 

古西弘和会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。いよいよ年が明け、２０１９

年度がスタートいたしました。昨年中は、皆さんの

おかげでロータリー活動を滞りなく進めることがで

きました。今年度も、どうぞよろしくお願いいたし

ます。さて、新年といえば、心があらたまる節目で

ございます。ご存じの方もいらっしゃるかもしれま

せんが、心機一転にちなんで松下幸之助さんの言葉

をお借りしたいと思います。「竹に節がなければズ

ンベラボーで、取り留めがなくて風雪に耐えるあの

強さも生まれてこないであろう。竹にはやはりフシ

がいるのである。同様に流れる月日にもフシがい

る。ともすれば、とりとめもなく過ぎていきがちな

日々である。せめて年に一回はフシを作って、身辺

の整理をし、長い人生に耐える力を養いたい。そう

いう意味では、お正月は意義深くて、おめでたく

て、心もあらたまる。」この名言は、心に響いてく

るものがあります。節目を大切にしながら日々精進

していきたいものです。厳寒の候ではございます

が、身体に気をつけてお過ごしください。今年度も

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

第 7回定例理事会 

日時：平成 31年 1月 10日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案．12月度会計 承認の件 

        承認されました。 

第 2号議案．高田会長への見舞金について 

        承認されました。 

第 3号議案．新入会員について 宮口隆夫 様 

        承認されました。 

第 4号議案．ＩＭについて 

        交通手段は乗り合いで。 

第 5号議案．職業奉仕委員長からの意見書について 

        次年度以降の課題として。 

第 6号議案．早期会費納付の件について 

        ありがとうございました。 

第 7号議案．その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀例会のお知らせ 

・八日市場ＲＣ・大網ＲＣ・多古ＲＣ 

・茂原中央ＲＣ 

②ガバナー事務所より 

高田会長 / 王 堯玉さん 

 

土屋会員/高田会長/冨会員 



卓話 

・2019年 1月ロータリーレート 1ドル＝112円 

③その他 

・米山記念奨学会より 2018年度下期普通寄付金の

お願い 

・バギオ基金よりバギオだより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん明けましておめでとうございます。皆様のお

かげで、去年はすごく楽しい 1年を過ごしました。

本当にありがとうございました。私は今年の 4月か

ら神奈川大学の大学院に進学して、残り 2月と 3月

しかないですが、残りの時間を頑張っていきたいと

思います。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日卓話をして頂けるアニス・コイルン・ニサさん

は、城西国際大学で福祉社会を専攻しております。 

英語とアラビア語が上手で、アラビア語で講演する

ぐらいの能力がございます。また、松戸中央ＲＣさ

んからのご依頼によりまして、インドネシアのバリ

島での国際奉仕プロジェクトの翻訳に参加して頂

き、ロータリーの奉仕活動にご尽力を頂いていま

す。 

皆様に『米山奨学事業へのご支援のお願い』という

紙を配らせて頂いています。今年度は 40万円とい

うご寄付を頂いておりますので、とりあえずのノル

マは達成しております。法人の方でもご寄付を頂け

るような会社さんがございましたら、ぜひお願いを

したいと、私の方からご紹介とお願いをさせて頂き

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの皆様こんにちは。新年明けましておめ

でとうございます。本日、卓話にお招きしていただ

き、皆様の貴重なお時間を下さり、誠にありがとう

ございます。私がここまで学業に専念してこられた

のは、皆様のご支援のおかげです。心より感謝申し

あげます。 

自己紹介・母国の状況 

私は東金ロータリークラブからの奨学生、アニス・

コイルン・ニサと申します。インドネシアの東ジャ

ワ州の出身で、現在、城西国際大学大学院福祉総合

学研究科福祉社会専攻の修士課程に在籍しておりま

す。 

私は裕福ではない家族から育てられましたが、家族

はいつも笑い声に包まれていました。母が重い病気

にかかってしまい、亡くなりましたので、私は父と

兄との三人家族です。これまでに、私の故郷の課題

は他の市町村に比べると最低賃金がより低いので貧

困層である家庭がまだ多くみられます。加えて、低

学歴の親、あるいは、学校へ通うことができない親

もまだ多いので良い仕事が見つかりません。低い学

歴で良い仕事が見つからなく、低い収入で農業労働

者として働くしかないという貧困のサイクルを断ち

切るには教育しかないと私の両親は考えました。教

育が貧困連鎖を断ち切る一つの確かな方法だとよく

両親からしっかりと教えられました。そのため、ど

んなに苦しいことや大変なことがあっても必死に父

が私の学業をサポートしてくれています。将来が輝

ご挨拶（奨学生 王堯玉さん） 

 

 

 

 

 

21 日） 

1 日）  

ご紹介と米山記念奨学委員会より 

 

 

 

 

 

21 日） 

1 日）  

冨会員/王 堯玉さん 

冨委員長 

アニス・コイルン・ニサ様 



くため、経験、勉学が不可欠ごとという意識を強く

持っている親のおかげで兄と私が大学を卒業できま

した。 

ところで、皆様はインドネシアをご存じでしょう

か？インドネシアと言えばどんな事を思い出すでし

ょうか？「暑い国」「島が多い」「火山、地震、津

波、自然災害が多い」という考え方が多いと思いま

す。 

インドネシアの人口は約 2億 5,792万人と世界第 4

位であり、17,000の島々から構成されているとい

う地理的な特徴があります。特に私のふるさとには

水産加工場や漁業もたくさんあります。漁師として

働いている人が多く、魚屋さんがたくさんあり、魚

を売っていたりしていて、いつでも安くておいしく

新鮮な魚を食べられます。インドネシアの自然、民

族、言語、文化の多様性が大きいので、分類の仕方

によるが、歴史、文化の異なる少なくとも 300以上

の民族が、700以上の異なる言語を話しています。

また、インドネシア国民の宗教はイスラム教、キリ

スト教（プロテスタント、カトリック）、ヒンズー

教、仏教です。こうした多種多様な文化、言語、宗

教が混在しているインドネシアの国是は「BHINNEKA 

TUNGGAL IKA（unity in diversity 

：多様性の中の統一）」、まさに多様性こそがインド

ネシアという国の活力と魅力の源泉といえます。私

のふるさとにも多様な文化や異なる宗教が混在して

いますが、強い共同社会生活の中で、ゴトン・ロヨ

ン（お互いに助け合いや相互扶助）の精神が深く根

付き、異なる宗教、民族でも毎日仲良く暮らしてい

ます。 

インドネシアではイスラム教は一番信仰されている

宗教です。しかし近年イスラム教のことについてた

くさん問題がありました。 

ところで皆様が「イスラム教」と聞くと、どんなイ

メージを思い浮かべますか。「危ない」「治安が悪

い」「テロ事件」「過激派」と、このような言葉を頭

に思い浮かべる人は多くいると思います。これは日

本人だけが抱えている感情ではなく、他の国でも同

じだと、よくニュースに載っています。近年、ニュ

ースになるのは何か事件が起きたときです。悪い出

来事だけがマスメディアによって報道されているの

です。悪いニュースしか耳に入らないと、人は悪い

イメージしか持たないものだと考えています。特に

近年、テロ事件の多くがイスラム過激派によるもの

です。しかし一般的なイスラム教とイスラム過激派

は、考え方が全く違いますし、一般的なイスラム教

はイスラム過激派に反対しています。このポイント

は本日の卓話で一番伝えたいことです。 

私がアルバイトに応募しているとき、私はスカーフ

をかぶっていますのでよくお店の人は中々採用して

くれませんでした。私費学生として、特に裕福な家

庭ではない私が、アルバイトをしないと学費や生活

費も大変困ります。そこで、私は諦めずに、積極的

にどうやって周りの人々が私の宗教的なことで困ら

ないように、また、誤解しないように、気楽で話し

合ったり、少しずつ正しい情報も伝えたりするよう

に取り組んでいます。おかげさまで、最終的には私

がアルバイトでき、自分で学費も支払うことができ

るようになりました。異国文化に触れて、違う考え

方があるということを学び、経験できたことをとて

も価値があることだと思います。私にとって宗教の

違いは大きな問題ではありません。インドネシアに

も違う宗教の友達がたくさんいますが、特に日本へ

留学している中、私は多様な国々の人たちと出会い

ました。彼らは私とは違う宗教ですが、皆がとても

優しく私の宗教に対する偏見や差別もなく、毎日楽

しく生活をしています。このように異なる宗教・文

化であってもお互いを尊重し合うことが出来れば国

際平和につながる第一歩になるとの考えが私の中に

強く根付いています。 

日本へ留学を決めたる理由と現在の研究 

私は日本へきてから 3年半経ちました。高校生の頃

から、私は日本文化がとても好きでした。インドネ

シアで開催された日本祭りやイベントにもよく参加

しました。日本文化を知れば知るほど、日本語も話

せるようになりたいと思い、インドネシアの大学日

には日本文学部に入学しました。大学では日本語の

勉強はもちろん日本文化や歴史を学ぶ機会はあった

が、私は日本の生活がどのようなものなのかを実際

に経験してみたいと思うようになりました。日本語

の知識を高めるため、さらに、日本の生活や文化を

体験するため、日本へ留学することを決意しまし

た。2015年 7月に来日し、静岡県の ACC国際交流

学園で 1年 8ヵ月くらい日本語を学びました。ここ

では日本語学習だけではなく日本の現代社会、社会

保障制度についても学びました。日本は国民に対す

る様々なサービスや取り組みが大変充実していると

感じました。特に高齢者を支えるための支援です。

例えば日本はインドネシアと比べて、高齢者向けの

介護施設、デイサービス事業などがとても多いで



す。また、学校や郵便局などの公的機関と連携した

地域住民のサポートやボランティア活動など、イン

ドネシアにはない活動が盛んです。さらに、私はイ

ンドネシアでの学部時代に力を注いだことは 4年間

インドネシアの地域ボランティア活動です。インド

ネシアの協同組合の趣旨に賛同し、私もボランティ

アとして参加して貧困層の人々、一人暮らしの高齢

者のために役に立ちたいと思ったからでした。その

ボランティアの経験から、私は日本の福祉について

さらに詳しく勉強したいので、私は日本語学校を 

卒業し、城西国際大学福祉総合研究科で福祉社会専

攻に入学しました。現在研究はインドネシア・ジョ

グジャカルタ特別における高齢者ケアについて（日

本における地域包括ケアシステムの在り方を参考

に）というテーマです。この研究対象は特にジョグ

ジャカルタ特別州を選んだ理由はインドネシアの全

国で高齢者数が最も多いのはジョグジャカルタ特別

州であり、貧困世帯人口も多い状況からです。イン

ドネシアで一つの高齢化課題は地方での高齢者数が

より多いという特徴であり、加えて、現在までには

地域間格差はまだ大きい現状です。そのため、イン

ドネシアにおいても高齢者数の増加に伴って、包括

的高齢者ケアへの対策を今から視野に入れておく必

要です。この研究の目的は日本、インドネシア両国

では高齢化が進行しています。そのうち日本では高

齢者に対する地域包括ケアシステムを自治体ごとに

住民と共に構築しています。このように、地域の高

齢者に関する問題を地域で解決しようという取り組

みは、インドネシアで特にジョグジャカルタ特別州

に住む高齢者の問題を解決するヒントを示唆してい

るように考えられます。私は、日本の福祉の良いと

ころを学び、将来は、その知識をインドネシアで活

かしたいです。 

これまでの米山奨学生になって感じたこと 

ロータリーの皆様にご支援いただけましたこと、経

済面の負担が軽減でき、長い時間修士論文の研究に

集中できました。今までいただいた奨学金は授業

料、生活費、研究のための文献の購入費として使用

させていただいております。皆様のおかげで自分の

負担を減らすことができることに大きな喜びを感じ

るとともに、奨学生としてますます気力を慥にして

勉学に励んでいきたいと考えております。心を込め

て、感謝申し上げます。 

米山ロータリーの奨学生になって感じたことはロー

タリーの「他者理解」がとても素晴らしいと実感し

ました。最初の奨学生のオリエンテーション、研修

会、毎月の例会が開催された時、ロータリアンの

方々は私の宗教的に禁止されている飲食や礼拝の時

間など、大丈夫かどうかをいつも優しく聞いてくれ

ました。このようなことを、私の宗教的なこと、そ

の場にいたすべての人がそこで理解していると感

じ、とても大きな感動と感謝の気持ちでいっぱいに

なりました。ロータリアンの方々の異文化への理解

はとても素晴らしく、その場にいた各国の奨学生は

国籍の壁もなく、皆が一人の人間として笑顔があふ

れる楽しい時間を過ごしました。米山奨学事業のミ

ッションである国際平和と架け橋に私は大きく共感

しました。奨学生になってから、奨学生同士、カウ

ンセラーの方々やほかのロータリアンとの交流がで

きて、とても貴重なことだと思います。例えば、幕

張海浜公園で学友会によりバーベキュー大会が開催

されました。当日の参加者の人数は 147人で、ロー

タリアンの方々やそのご家族や友人など大勢の方々

と交流が出来ました。その中で私はハラールフード

の焼き物を担当して豚肉以外のお肉を焼いたりして

いました。私の焼いているお肉には日本人がよく使

うような焼肉のたれは使用できません。なぜならア

ルコール分が入っているからです。ですので、塩コ

ショウのみでしたが、ハラールフードはムスリム以

外の方も食べることが出来ますし、ハラールフード

とはどういう意味なのか、何が食べられるのかなど

皆さんからたくさんの質問を受け、気が付いたら皆

さんと楽しくお話しをしている間に私の焼いている

お肉はほとんど売り切れてしまいました。バーベキ

ュー大会はロータリーの目的「奉仕」という他人の

ために何かをすること、他人のニーズを満たすこと

を自己の責務として行うことだとスムーズに実現で

きるではないかと考えています。当日は「奉仕」に

忙しく私自身が食事を楽しむ時間はありませんでし

たが、大勢の方が笑ってバーベキューを楽しみ、ま

たハラールフードに理解を示し、その食事を楽しん

でくれた事に感謝しております。このように今回の

イベントに例えられたのはロータリーの 4つのテス

トのうち「好意と友情を深めるか」という事がバー

ベキュー大会においてスムーズに実現でき、また

「みんなのためになるかどうか」という事が宗教の

枠を超えて行えたことはとても素晴らしい経験でし

た。私は今、米山奨学金を受けながら大学で学ぶこ

とができ、とてもポジティブな気持ちで毎日勉学に

励むことができています。ちょうど昨日、修士論文



を提出しました。インドネシアのための募金活動、

他者文化・宗教の理解など私にとって rotaryは私

の inspiration、ロータリーからたくさんのことを

学び、将来 to be the inspirationを実現するため

に、就職を頑張りながら、報連相という事、友の大

切さそして何よりも友人のきずなを大切にして、ロ

ータリーとのつながりを持ち続けたいです。将来、

私が受けたこの奨学金のように貧困である子供たち

に教育のサポートをしていきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

渡邊孝文君 

  …誕生祝いありがとうございます。 

越川 忠君・内田裕雄君 

  …結婚記念日祝いありがとうございます。 

川島 宭君・冨 一美君・小林定雄君・ 

  …奥様誕生祝いありがとうございます。 

冨 一美君 

  …ニサさん卓話ありがとうございました。 

青柳 誠君・土屋俊夫君・向後雅生君・鈴木恭一君 

内田裕雄君・古西弘和君・市原豊彦君・伊藤元雄君 

杉森幹男君・高田一行君・小川佐内君・安藤卓造君 

秋葉英昭君 

  …新年おめでとうございます。 

本年もよろしくお願いします。 

 

本日計    32,000円 

累 計   405,003円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

例会日 

1月 10日 

会員数 出席 

31 

出席率に
用いる数 ％ 

19 

 

30 63.33 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


