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2018 年 10 月 16 日（晴れ）第 15 回例会

点
鐘
五味渕会長
司
会
副ＳＡＡ 山本会員
◇ロータリーソング「奉仕の理想」
◇本日のランチ 天重 香の物 汁

ビジター紹介
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン

稲見副会長
カムニーサイ君

会長挨拶
五味渕会長
皆様、こんにちは。いよいよ 10 月も半ばにさ
しかかり、朝夕も肌寒くなりました。新聞では
富士山の頂上から七合目まで雪になっていたと
いうことです。寒い季節になりますと、我々は
インフルエンザの対策を考えなければなりませ
ん。基本的にはうがい、手洗いなど、個人の管
理が大切ですが、心配な方はそろそろ予防注射
も考えなくてはいけない時期です。インフルエ
ンザのピークが年内か来年かまだわかりません
が、免疫が出来るまで２～３週間かかりますの
で、希望の方は 11 月中にやっていただければと
思います。かかってしまった時は１日１回で済
む薬も今はありますので、そんな薬も使おうか
と考えています。
本日は、チョンセンチャン カムニーサイさん
の近況報告と委員長の吉高神さんからお話がござ
いますので、最後までご静聴の程よろしくお願い
申し上げまして、挨拶といたします。
◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン カムニーサイ君

幹事報告
◇来週、10 月 23 日例会は夜間例会。

手塚幹事

会員数 122 名

列席 78 名

出席率 71.96%

委員会報告
◇スマイルボックス委員会
荻原委員長
田嶋章夫会員
亡 父 田 嶋 光 男 の 逝 去 に つ き ま し て は、
皆様にはお心遣い頂きありがとうございま
した。
※例会中にお礼のご挨拶がありました。
◇出席委員会
＜皆出席表彰・９月分＞
上野委員
通算27 年 髙野 藤房会員
通算21 年 福田 治雄会員
通算18 年 加藤 勝朗会員
通算13 年 五味渕秀幸会員
連続 ８年 齋藤 秀明会員
連続 ８年 手塚 正智会員
連続 ５年 大塚 宏一会員
連続 ５年 山﨑 盛美会員
連続 １年 飯泉 修一会員
◇親睦委員会
山﨑副委員長
＜誕生祝い・10 月＞
会員誕生
伴
清、片山 幸志、菊地 正幸、
小石 敬信、宮下
浩、野口 忠男、
大木八千雄、相馬 克美、田村 哲男、
田崎 信孝
各会員
夫人誕生
石塚 増男、菊地 憲寿、永井 泰幸、
大関 国明、関
元明、床井 光雄、
宇野 亮治、山本 修一
各会員の奥様

卓話

Ⅰ． 米山記念奨学生「近況報告」
チョンセンチャン カムニーサイさん
皆さん、こんにちは。ラオス出身で、現在、
宇都宮大学情報工学科の大学院の２年生です。
いつも支えていただきありがとうございます。
－

パワーポイントにて説明

－

１．大学での勉強について
無線通信デバイスの電力吸収特性の解析とい
うテーマで研究しています。今までの研究成果
は、ＮＩＣＴ（情報通信研究機構）や仙台の大
学、金沢大学などで発表しました。
２．ラオスの紹介
ラオスの面積は日本の本州と同じ位です。言
語は 82 種類あり、人口は 700 万人位、首都はビ
エンチャンです。昔はラーンサーン王国という
名前で、百万頭の象という意味です。ラオスか
ら日本までは飛行機で約８時間かかります。季
節は雨季と乾季があり、雨季に米やトウモロコ
シなど作り、乾季は収穫時期です。日本語の
「こんにちは」は「サバイディー」です。通貨
はキープで、１円は 78.47 キープです。民族は
ラオ（ 68％）、カム（ 22％）、モン（ 10％）と
大きく３民族です。スポーツはペタンク、セ
パタクロー、サッカーなどあります。料理に
ついてですが、伝統的な食べ方は床で座って
手で食べます。主食はもち米で、伝統的な料
理は、マンゴスープ、パパイヤサラダ、ラー
プなどあります。果物は、スイカ、ランプタ
ン、 み か ん な ど あ り ま す。 観 光 地 は 古 い お
寺や滝などいろいろあります。お寺の「ワッ
ト・プー」は世界遺産になっています。私の
地元にはジャール平原があり、約 460 の壺が
集まっています。昔話によると、巨人が使っ
ていたと言われています。

Ⅱ．「ロータリー米山記念奨学会について」
米山記念奨学会委員会・学友委員会

吉高神 渡委員長（チョン君カウンセラー）
本日、レターＢＯＸの中に「米山記念奨学事業
豆辞典」を入れましたのでご一読下さい。
五味渕年度になってから、米山特別寄付につい
て、毎月第２例会時に受付所を設け、本日で４回
目になります。本日分を除外した結果ですが、延
べ会員数 36 名、実質 25 名の方々から 125,000 円、
お預かりいたしました。その他に大口寄付もあり、
順調にいっています。当初は、お預かりしたもの
を年度末に一括して振込の手続をしようと考えて
いましたが、確定申告を考慮し、前期分を 12 月、
後期分を６月に振込みしたいと思います。そのた
め、12 月と６月は受付所を第１例会時に設置し
たいと考えています。これをきっかけに、米山事
業にご理解いただき、毎月の特別寄付を継続して
いただけたら大変ありがたいと思っています。現
況報告書には、特別寄付の累計額が会員ごとに記
載されています。あと数万円で 10 万円毎の米山
功労者、という方がいらっしゃいますので、ご自
分の累計額を再度確認していただき、米山功労者
を達成してほしいと考えています。
話は変わりますが、元当クラブで世話をしたカ
ンボジア出身のサ・ソチア君がホームカミング
という制度を利用して来日し、一週間滞在する
予定です。ソチア君は、奨学年度は 2009 年４月
～ 2011 年３月、その後 2011 年４月～ 2012 年３月
までクラブ支援をした経過があります。留学した
学校は宇都宮大学大学院の国際学研究科博士課程、
カウンセラーは辻由兵衛会員でした。現在は、パ
ニャサストル大学で講師兼日本語・ビジネス研修
センター所長として日本を紹介しています。28
日の地区大会では「ロータリーから学んだこと、
自分の夢を実現し、日本とカンボジアの懸け橋を
目指して」という題目で卓話をします。米山記念
事業の目的に合致したもののように思います。そ
の後、30 日の当クラブの例会に来訪、卓話を予
定しています。その日の夜は米山記念奨学会委員
会・学友委員会の共催で懇親会を予定しています
ので、是非参加したいという方がおられましたら、
この後私に申し付け下さい。場所はホテルニュー
イタヤの本館８階オーロラで行ないます。時間は
18 時 30 分からで、会費２千円を予定しています。
よろしくお願いいたします。
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