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     会長  矢部 喜明 

 
先日、日曜日には、ムサシトミヨ保護活動に参加さ

れた会員の皆さん、草刈り、お疲れ様でした。 
 また、９月２０日からＲＷＣ２０１９日本大会が

開催され、日本代表の見事な試合、勝利を相まって、

日本全国、特に、開催地である熊谷は、大変賑やか

になっており、皆さんも、ラグビーを楽しんでいる

かと思います。 
 さて、１０月は、国際ロータリーでは、経済と地

域社会の発展月間とされていますが、日本では、米

山月間でもあります。 
 ご存じのとおり、米山奨学基金は、日本における

民間最大規模の奨学基金であると共に、金銭的な援

助だけでなく外国から来た奨学生に対し、日常的な 

 
 
 
身近の世話、相談をロータリアンが行うという独自

のカウンセラー制度を設けているところにユニーク

な特徴がある、といわれており、ロータリアンの活

動の中でも自慢できる一つ出ないか、と思います。 
 そして、本日のプログラムは、米山月間と言うこ

とですので、地区委員でもある渡邊藤男会員から、

米山奨学事業について、説明して頂き、その後、２

名の奨学生から卓話を頂く予定です。 
 ひとりは、当クラブでお世話をしており、もうお

なじみとなっている韓国からの留学生、金孝信さん

です。２００３年、冬のソナタで、韓国ドラマの大

ブームが起こりましたが、最近は、ブームも少し沈

静化しているものの，ＢＳのテレビ欄を見ると、韓

国ドラマは、安定した根強い人気があるようです。

また、Ｋポップの世界では、ＢＴＳ、防弾少年団が、
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アメリカのビルボードのチャートの上位にランクさ

れ、日本だけでなく世界でも人気を集めています。

更に、昨年は、タクシー運転手という、光州事件を

扱った映画が日本でも話題を呼びましたが、今年は、

カンヌ映画祭の最高賞、パルムドールを韓国の映画

「パラサイト」が受賞しています。このほか、文学

の世界では、「８２年の生まれ、キム･ジョン」を始

め、韓国の小説が多数日本語に翻訳され、日本の書

店を賑わしています。ロータリーアンとして、これ

からも、是非、韓国とは友好関係を維持していきた

い、と思います。 
 
 そして、もう一人は、世話クラブが、鶴ヶ島ロー

タリークラブで、マレーシアから、来日され、現在、

東京電機大学で学業に勤しんでいる シャール・リ

ズワン・ヌリーン・アキラ・ビンティさん、愛称ア

キラさんです。 
 マレーシアは、現在、マハティール首相のリーダ

ーシップで、東南アジア、ＡＳＥＡＮ諸国において

大躍進していることはご存じかと思います。最近で

は、売上税、日本で言えば消費税を廃止したことで

も話題を呼んでおります。 
 そして、マレーシアではイスラム教徒が多数を占

めており、アキラさんも、ヒジャブをまとっている

ことからおわかりのとおり、イスラム教徒です。 
 ２０１４年訪日外国人数が、１０００万人に達し

た後、毎年、増加しており昨年は３０００万人に達

し、今後、４０００万人に増加すると期待されてお

ります。その中で、文化、価値観の相違する外国の

方をどうおもてなしするか、ダイバシティが問題と

なっております。例えば、イスラム教徒は、世界で

２番目に信徒が多い宗教と言われており、２０１０

年の古い資料でも１６億人の信徒がいるといわれて

おります。従って、これから、日本に、多数のイス

ラム教徒の方が来日され、おもてなしをする必要が

生じるかと思います。ただ、イスラム教は、厳格の

宗教であり、イスラム教徒の方は、ラマダンといわ

れる断食、豚肉等禁止されるハラルフードのこと、

女性のヒジャブの着用が欠かせないことなどから、

日本での滞在、生活で苦労することも少ないのでは

ないかと思われます。そこで、特定の宗教について

の信仰心が強くない人が多い日本人、私たちにとっ

て、これからのおもてなしのうえでも、参考になる

話が聞けるのでないかと思い、アキラさんに卓話に

来ていただくようリクエストを出してみました。 
 それでは、本日は、二人の奨学生の卓話を通して、

米山奨学事業等について、その外、国際交流、国際

奉仕等々にも、いろいろと学んでいきたいと思いま

す。 
 
 
 

                                                                                                                    

 
 
      幹事  清水 保人 
１． 地区より 
＊九州北部豪雨災害被災者に対する義援金の

お願い 
＊第２回オリエンテーションの案内 
＊会員増強フォーラム開催のご案内 
＊２０１９年 友 今月のみどころ １０月

号 
＊第２回カウンセラー会議のご案内 
＊２０１９年度 米山記念奨学委員会・クリス

マス会案内 
＊学友会ニュース 第2号 
＊ロータリーカード(クラブカード)活用のお願

い 
＊第41回バギオ訪問交流の旅 ご案内 
＊ハイライトよねやま ２３４ 
＊２０２０年ロータリー国際大会 本会議及

び地区ガバナーズナイトのご案内 
＊２０１９年１０月のロータリーレート（１ド

ル＝１０８円） 
２．埼玉県共同募金会より 
  ＊「赤い羽根共同募金」法人募金について 
３．熊谷市国際交流協会より 
  ＊「第27回外国人による日本語スピーチコン

テスト」の御案内 
４．熊谷市コミュニティづくり市民協議会より 
  ＊第38回コミュニティ活動実行賞・第8回コ

ミュニティ活動奨励賞表彰式について 
  ＊秋の５３０（ゴミゼロ）運動について 
５．熊谷防犯協会より 
  ＊第25回熊谷地域安全・暴力排除推進大会へ

の御参加について 
６．熊谷市教育委員会より 
  ＊令和元年度熊谷市文化功労者・教育関係職員

表彰式開催の御案内 
７．熊谷西RCより 
  ＊年度計画書 
８．熊谷南RC 会報   以上が届いております。 
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 出 席 報 告 

 
例会日 ９月２９日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２３   ９  １３ １ ４４％ 

 
 
例会日 １０月２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
２４  １５   ９ ０ ６３％ 

お客様：米山記念奨学生       金孝信さん 
ﾇﾘｰﾝ ｱｷﾗ ﾋﾞﾝﾃｨ ｼｬｰﾙ ﾘｽﾞﾜﾝさん 

 
 
 ニコニコ BOX 

矢部喜明会長・清水保人幹事 

 こんばんは。本日の卓話、金孝信さん、アキラさ

んよろしくお願いします。 
岡部俊之会員 

 米山奨学生のアキラさん、今日の卓話よろしくお

願いします。 井上様、自転車の保険に入りたい

のです。 
岡本庄一郎会員 

 皆さんこんばんは！10月より、衣替えの時期とは

いうものの、いまだに暑いですね。消費税が上が

るというだけで蒸し暑く感じられますね。 米山

記念奨学生のキムヒョシンちゃん、アキラちゃん、

ようこそ御来訪頂きました。卓話楽しみにしてい

ます。 
棚澤正行会員 

 米山記念奨学生、アキラちゃん、ようこそ南クラ

ブへ。卓話よろしくお願いします。 

島﨑次弘会員 

 米山奨学生キムヒョシンさん、アキラさん、よう

こそ。卓話大変楽しみです。よろしくお願いしま

す。 
井上哲孝会員 

 皆様こんばんは。ﾇﾘｰﾝ ｱｷﾗ ﾋﾞﾝﾃｨ ｼｬｰﾙ ﾘｽﾞﾜﾝ様、

ようこそ南RCへお越し下さいました。今日はよ

ろしくお願い致します。 千葉県の台風の被害、

保険会社 1社で 83件、被害額は東日本大震災の

千葉県内の被害総額を超えました。大変な年です

ね！ 井上でした。 
新井聡之会員 

 本日もよろしくお願いします。 
[奥様誕生] 
新井正一会員 

妻に美しい花をありがとうございます。 
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会報・広報（IT）委員会  稲田裕之 
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