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皆さんこんにちは。そして、ご来訪者の皆様、よう

こそ成田空港南ＲＣへおいでくださいました。心よ

り歓迎いたします。後ほど、サジーワニー様には卓

話をお願いしておりますので、よろしくお願いいた

します。さて、今月も先週はガバナー補佐をお迎え

して、また、来週にはガバナーをお迎えしての公式

訪問となりました。クラブにとって、一つの一大イ

ベントであります。皆さんのご協力を、引き続きよ

ろしくお願いいたします。最後に、今年は既にイン

フルエンザが流行しているそうです。これは、例年

に比べて 2ヵ月も早いとのことです。どうぞ皆さん、

健康にお気を付けください。 

 

 

 

○会報受領クラブ 

・茂原中央ＲＣ 

・大網ＲＣ 

○ガバナー事務所より 

・地区大会開催のご案内 
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成田空港南ＲＣの皆様、お久しぶりです。元奨学生

の王堯玉です。神奈川県に引っ越して半年になりま

した。久しぶりに千葉に帰り、ここに来て、故郷に

帰ってファミリーと会うという感じがありました。

実はクラブの例会の時間と、私の大学院のゼミの時

間が重なっているので、ずっと来れませんでした。

今週はゼミが休校なのでここに来ました。せっかく

例会に参加するので、皆さんといっぱい話したいと

思います。今日はよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは。本日は成田空港南ＲＣに参りまし

て、大変嬉しく思っております。今日、この場をご

紹介して下さった、冨先生には大変感謝を申し上げ

ながら、クラブの会長様、幹事様、本当に有難うご

ざいます。私は元奨学生で、松戸西 RCに 2011年、

ちょうど東日本大震災の時に預けて頂きまして、ロ

ータリアンの皆様に大きなご支援を頂いたおかげで

ここにいると思います。皆様の暖かいご支援を頂い

て、千葉大学人文社会科学研究科・博士後期課程を

取得して、現在、山武市市民自治支援課に勤めてお

ります。そちらにいるのは、日本のロータリアンの

皆様のおかげです。もう一度、皆様には心より感謝

申し上げます。本当は千葉大学で修士課程を終えて、

スリランカに帰ろうと思っていた所、留学生センタ

ーで「もう少し待っていて」と言われました。何故

帰りたかったかというと、私は大変貧しい家庭で生

まれて、学費も払えない、飛行機代もない、とても

大変な生活をしていた所、日本の援助を頂いて、ス

リランカでスリランカの大学を卒業するまで勉強し

ておりました。その時に里親さんが私を助けてくだ

さったおかげで、日本語を学ぶ事が出来て、1 回、

国際交流基金でスリランカを代表して日本に来まし

たが、日本語はこんなに出来ませんでした。それで、

里親さんに「日本で博士までいってください」と言

われて日本に来ましたが、千葉大学にいる間の修士

課程はすべて里親さんのおかげでした。そのあとま

た、奨学金もない、スリランカの様に奨学金を頂く

場面もありません。そういったところで、神様の様

にロータリアンの皆様が私を助けてくださいました。

ずっと雨が降らなかった砂漠に、急に振り出した雨

の様に、ロータリアンは私にとって大きいです。毎

月頂いたお金は、私の研究のために 1円も無駄にせ

ず使用させていただきました。それがなければ、私

は博士まで行っていないと思います。話は沢山あり

ますが、素晴らしいロータリアンのおかげで、私は

日本にまだいることができます。私は貧しかったこ

とは一生忘れられません。皆さんの奨学金でずっと

勉強と研究ができて、その結果、皆様のおかげで私

はスリランカと日本の架け橋になることができまし

た。それは私が出来た一番の結果だと思います。 

松戸西 RC にいた奨学生の頃は、千葉県内のいろい

ろなクラブへ参りました。冨先生にもこちらに来て

下さいと言われていましたが、中々チャンスがなく、

今日は頂いたチャンスで話したいと思います。私は

松戸西 RCから柏東 RC、大網 RC、八千代 RC、千葉 RC、

千葉南 RC、いろんなクラブに参りまして、スリラン

カの、私が来た道について話しました。私は勉強し

て、ロータリアンの皆様にさようならと帰るよりも、

何かスリランカと日本のためになりたいと思って残

りました。それはスリランカにいる子供達にも何か

の支援ができればと思って、私と、周りの校長先生

のおかげでスリランカの子供の支援が始まりました。

その中で、大勢の子供たちは靴がない、食べ物もな

い、私も当時靴がなく、3 食食べられない日が多か

ったです。今やっている支援を少し紹介させて頂き

ます。スリランカに、子供たちの支援で毎年ロータ

リアンの方々が 1 月に 25 名程いらっしゃっていま

す。その中で、柏東 RC、大網 RC、八千代 RC、千葉

RCがありますが、3食食べられない子供たちに、大

きな支援を頂いております。また、学校に行きたい

王 堯玉様 

サジーワニー・ディサーナーヤカ様 



けど、授業はタダでも学用品・鉛筆がない子供達が

大勢います。そのために、ロータリアンの皆様のご

支援を頂いております。そのご支援で大学を卒業す

るまで子供たちが通っています。もうひとつは、病

気になっている子供です。例えば、スリランカは皆

さんもご存知だと思いますが、30年間ほど内戦があ

りまして、内戦があった地域はまだまだ被害者が多

いです。その所は大変貧しい地域で、水がまだ来て

いない所が沢山あります。水が来ていないので、腎

臓病等になっている子供が多くて、その子供たちに

君津 RC から大きなご支援を頂いて、浄水器を沢山

頂いて使用しています。それから、病気になって目

が見えない子供、優秀で学校に通っていても黒板が

見えない子供がいまして、大網 RC からその子にご

支援を頂きました。何故目が見えないかというと、

お母さんのお腹にいた頃から栄養が足りなかった為

で、それが分かったロータリアンの方々が、その子

が毎月栄養を沢山頂けるようなことをして頂いて、

どんどん目が見えるようになって、今年から大学に

入学することが出来ました。その中でも大学に入学

が出来ていても経済的に困っていて通うことが出来

ない子供たちに、大学の特別な支援などを頂いてお

ります。そういった沢山のご支援を頂いているのは、

私が元奨学生になった為、現在ご支援をロータリア

ンから頂いております。私もできるだけロータリア

ンの皆様とネットワークを繋げていきたいと思いま

す。それだけではなく、皆さんご存知だと思います

が、4 月 21 日にスリランカは IS テロの大きな爆発

がありました。その時に、スリランカでコロンボに

近い教会に通っていた人たちが大勢亡くなりました。

その日朝早くから「あなたの国ではこういうことに

なっていますよ」と、ロータリアンから沢山のお電

話を頂きました。私はテレビが壊れていて何も知ら

なかったんです。千葉県内のいろんなロータリーク

ラブからご支援を頂いて、障害になった子供達、手

が無くなったとか、爆弾の悪い部分が体の中に入っ

ていて手術ができな人達に、メルビン（ご主人様）

がすぐスリランカに帰って、ロータリアンのご支援

のおかげで大きな支援をして、戻りました。そうい

うことが出来たのも、米山ロータリー奨学生になっ

たからです。こういったことを考えると、他の奨学

金ではできないチャンスです。ロータリー奨学金の

大切さをまだ分かっていない人もいるだろうとは思

いますが、貧しい家庭で生まれた私にとっては、ロ

ータリー奨学生は大きな宝でした。それは言葉では

言い切れないくらいです。それは私だけではなく、

他の 371名くらいの子供達もスリランカで皆様のご

支援を使用しています。また、スリランカで医学部

に入りたい子がいます。その子たちに必要な参考書

がありません。そういったところ、柏東 RCがスリラ

ンカで図書館を立ち上げました。それは奉仕プロジ

ェクトのお金を使用し、現在、とてもいい図書館に

なっています。全国の子供たちは、その支援で出来

た図書館を使っています。こういった様々なご支援

を頂いておりまして、ロータリアンの四つのテスト

の『みんなのためになるかどうか』私も例会に参加

させて頂いて、2 年間奨学金を頂き、大学を卒業す

るまで松戸西 RCの例会に毎週水曜日に参りました。

そこで皆さんに沢山のマナーを学びました。それを

元にして、今いろんなことをしております。 

先日は、山武市で『インターナショナルフェスティ

バル in さんむ』を考えておりました。2020 年のオ

リンピック・パラリンピックのために、千葉県で一

早くホストタウンになったのが山武市だと思います。

2014 年の 12 月、スリランカのスポーツ省と椎名市

長（当時）がいろいろと考え、スリランカのホスト

タウンになって来年の 7 月 14 日からスリランカの

選手団を迎えることになりました。そのために、山

武市から大きなご支援を頂いておりまして、感謝の

気持ちでいっぱいです。何故山武市はそういう事を

考えたのか？他にも沢山の国がありますがどうして

ですか？1951年、日本が戦争で負けた時に、日本の

国は分割される予定でした。その時に、当時スリラ

ンカの大蔵大臣（のちに大統領）が仏教のいいこと

をしたおかげで、日本が素晴らしく平和でいろんな

支援が出来ていて、山武市はその恩返しとしてスリ

ランカを選んだのだと思います。そういうこともあ

りまして、山武市の子供たちを毎年 10 人スリラン

カに送ります。スリランカの学校交流をしたり、い

ろんな活動をしてきて、1 週間後、スリランカから

戻って来た子供たちは凄く違います。「何故私たちは、

こんなに明るく日本で勉強出来るのか？」「スリラン

カの子供たちはとても貧しいながら一生懸命に勉強

をしています。」「私たち山武市だけではなく、日本

全国の偉い人になるために、スリランカの子供達と

同じように活躍していきたいです。」というような言

葉が多いです。山武市がホストタウンになって出来

た結果です。毎年山武市に、スリランカからも子供

が 2名来られます。山武市のこれまでの取組をお配

りしましたので、是非お時間がある時に目を通して



各委員会報告 

頂けたらと思います。先日は山武市で『インターナ

ショナルフェスティバル in さんむ』をやるつもり

でしたが、台風の影響で大きな被害を受けました。

大きな被害の中で行われるのは良くないということ

で、一旦延期になりましたが、その時に、ロータリ

ークラブの皆様、冨先生から大きなご支援を頂きま

した。また何か活動がある時に、皆様、是非山武市

にいらっしゃって下さい。 

成田空港南ＲＣへ令和元年に初めてお邪魔しまして、

また何かありましたらお邪魔させて下さい。今日は

クラブにいた奨学生にもお会いして、とても楽しか

ったです。本当にありがとうございました。 

※『これまでの取組』を事務所で保管しております

ので、ご覧になりたい方は事務所までお越し下さい。 

 

 

 

◇冨会員より    

 

 

 

 

 

 

 

 

『災害ボランティア活動』に行って参ります。 

この度の台風 15 号・19 号で被災された地域へ、

地区の奉仕プロジェクト委員会で編成チームを

組みまして、10月 26日（土）に 20名程度で行っ

て参ります。後日、行った報告をさせて頂きます。 

 

 

 

青柳 誠君・齋藤逸朗君・土屋俊夫君・冨 一美君 

鈴木恭一君・内田裕雄君・小林定雄君・市原豊彦君 

高田一行君・小川佐内君・上原広嗣君・石井敬二君 

金髙盛二君 

 …サジーワニーさん、卓話ありがとうございまし

た。 

 

本日計    13,000円 

累 計   307,004円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

例会日 会員数 出席 
出席率に

用いる数 
％ 

10月 24日 32 22 31 70.97 

 


