
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月２６日 発行 

平成２８年１０月２６日（水）    第1872回例会 

18：30  開会点鐘 

     ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ斉唱（奉仕の理想） 

会長の時間 

幹事報告・委員会報告 

外部卓話  福井銀行 丸岡支店 

支店長 渡辺 史朗様 

          『地方創生に向けた取り組み』 

19：30  閉会点鐘 

福井県内クラブ例会日・開催場所　
火 曜 日

福井東・ｱｵｯｻ3FWel Aossa 福井南・繊協ﾋﾞﾙ8F大ﾎｰﾙ

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ﾎﾃﾙせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
大　野・大野商工会館1F

福　井・ﾕｱｰｽﾞﾎﾃﾙﾌｸｲ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・ﾘﾊﾞｰｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ

福井西・ﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

** 丸　岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

＝19:00開会　　＝18:30開会* **

月 曜 日 木 曜 日水 曜 日 金 曜 日

　

平成２８年１１月 ９日（水）  第1874回例会 
クラブフォーラム  ロータリー情報委員会担当 

平成２８年１１月１６日（水）  第1875回例会 
山中RCとの合同例会 

外部卓話   北陸財務局 福井財務事務所 

所長 木内 清（きのうちきよし）様 

平成２８年１１月２３日（水）  祝日の為休会 

平成２８年１１月３０日（水）  第1876回例会 
外部卓話   株式会社 ぼんた 

代表取締役社長 齋藤 敏幸 様 

北陸財務局 福井財務事務所 

所長 木内 清（きのうちきよし）様 

 

10/29(土) 地域別職業奉仕担当者会議（福井） 

林田千之委員長 松井委員 出席予定 

11/19(土) 福井県下ＲＣ 会長幹事会 

       山下会長・杉本幹事 出席予定 

 

お知らせ

平成２８年１１月 ２日（水）  第1873回例会 
祝事 ロータリーの友解説（１２月号）下村 会員 

外部卓話  福井県議会議員 井ノ部 航太 様 

            『議員とはなにか』 

 今後の予定

本日の例会 次回例会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお客様は福井西ＲＣ（福井ＲＣと紹介、のちに訂正）がお世話しているマレーシアから福井工大に留学して

いる米山奨学生のチュー・ズウンさんと、地区の米山奨学委員会、福井ＲＣの伊藤彰さんです。日本のロータリア

ン一人当たり平均17,779円の寄付で、年間約750人の留学生を支援している奨学生のお一人です。後ほど卓

話でお話しをしていただきます。また、本日は先般入会を承認された竹澤さんがお越しです。後ほど入会式を行い

ます。同時に入会を承認された関山さんは１１月に入会式を行う予定です。さて、長い間ご協議頂いておりました

例会開催日時の変更の件ですが、会報に記載通り、先々週のクラブ協議会の後の理事会において、来年１月より毎

週月曜日、午後７時開催に決定しました。是非、来年から皆さんの体内時計に「月曜７時はロータリーの例会」と

今から調整準備をお願いします。また、先週開催された県下会長会議の席上、刀根ガバナーがＲＩの規定変更によ

る例会開催頻度に関する動向について、地区内では試験的に少なくする方向で進めているクラブが２つあると発表

がありました。丸岡では少なくとも私の年度は今まで通り毎週開催で進める所存ですのでご理解ください。 

幹 事 報 告 　幹　事　　杉　本　政　昭

来 簡 

≪ガバナー事務所より≫ 

①国際ロータリー日本事務局経理室から 

2016年11月のレートのお知らせ 
1ドル＝102円 （ご参考：2016年10月＝102円） 

②【ご報告】「世界ポリオデー」イベント情報 
 アンケート集計結果 
③次年度 ガバナー公式訪問合同開催のお伺い 
⇒金会長エレクト 林田千之次年度幹事へ回答依頼 

④地区財団学友会主催 帰国報告会のお知らせ 
日 時： 2016年11月13日（日）15：00～17：00（開場14：30） 
場 所： メルパルク京都 ４階 第１研修室（懇親会も同館内） 

  ≪他クラブより≫ 

 ≪その他≫ 

①第48回丸岡古城まつり ご協力御礼 
②第41回ウイングカップソフトボール大会御礼 
県内外から 10チーム、選手関係者併せて約250名参加 
優勝 Ａｸﾞﾙｰﾌﾟ：ビッグドルフィンズ Ｂ１ｸﾞﾙｰﾌﾟ：ｽｶｲｲｰｸﾞﾙｽ 
    Ｂ２ｸﾞﾙｰﾌﾟ：福井南特別支援学校 
 

  

会 長 の 時 間 　会　長　　山　下　健　治

ビジター受付のみ18：00～18：30 

福井水仙RC 木 10/27 11/24 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 11/29 12/20 1/31 

 

ビジター受付のみ12：00～12：30 

福井RC 木 10/27 12/15 1/12 

福井東RC 月 12/19 

福井西RC 金 11/25 12/16 

福井南RC 火 11/15,22 

福井あじさいRC 金 12/16 

武生RC 火 11/15 

敦賀西RC 木 10/27 

※ 地区内のクラブ間の例会行事等の連絡方法が変更に
なりました。  各クラブの例会情報は、 
２６５０地区のホームページの 
「クラブ情報」→「例会情報」でご確認ください。 

米山奨学生 卓話                     米山奨学担当 

CHEW, TZE ERN （ﾁｭｰ, ﾂﾞｳﾝ）さん 

＜マレーシア＞  

福井工業大学学部4 年 
（お世話クラブ： 福井西RC） 

新会員 入会式                会員増強・退会防止委員会 

 竹澤 俊彦 会員 

（たけざわ としひこ） 

1967(S42)年4月16日生 

㈲霞染工   （丸岡町霞町） 

現住所：坂井市丸岡町霞町 

＜竹澤秀雄元会員のご子息＞ 

【同行者】地区米山奨学委員 伊藤 彰 様(福井RC） 

いつも米山奨学金にご理解・ご協力ありがとうございます。 
米山奨学金事業とは、日本のロータリーの創始者、故・米山梅吉翁の偉業を記念し、
後世に残るような有益な事業を立ち上げたい、と１９５２年東京ロータリークラブ
が、海外から優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業、「米山基金」の構
想を発表しました。そこには、二度と戦争の悲劇を繰り返さない為に、国際親善と世
界平和に寄与したいという、当時のロータリアンたちの強い願いがありました。 
２６５０地区は 2015-16 年度の地区別寄付実績におきまして、寄付者割合が 80.7％
で全国断トツで一位です。御協力ありがとうございます。 
地区別奨学生割当数は、2016年度 43名、2017年度 49名 6名の増加です。福井県
は、1名増えて 7名になります。次年度は、1名の継続ですので、6名の新規の留学
生が誕生します。ぜひ、奨学生の受け入れをお願いしたいと思います。 
 



 

こんにちは。いつも皆様には大変お世話になっている奨学生のチュー，ヅウンです。 

簡単な自己紹介をします。私はマレーシアの北にあるペナン島出身です。ペナン島は海に

囲まれ、食べ物の天国とよく言われています。是非訪れて下さい。 
私は、ことし来日6年目であり、日本に来てクリスチャンになりました。高校卒業してから、東京

の日本語学校で1年半語学の勉強をしていました。福井工業大学の4年生になり、学生生活も、
残すところあと半年となりました。日本で最先端のバイオテクノロジーを勉強でき、研究室では食
物において発がん性のカビ毒の生育を抑えるカビの研究、また、日本語の学習もできました。
そして卒業後は、大好きな日本で働くことができます。私は、米山奨学金を２年間いただきまし
た。皆さんに直接お会いし、感謝を伝えることができ、うれしく思っています。 

家族が来日時、福井西ロータリークラブに招待していただき、日本文化とマレーシアの文化を食卓上で交換できたことが私にとっ
て大変貴重な経験でした。ロータリークラブの理念や目標も一緒に勉強できました。微力ですが、学生として西クラブとともに POLIO
募金や足羽川でのゴミ拾いなどで社会貢献ができたことはさらに私の日本留学生活を有意義なものとしました。特に POLIO 募金の
活動ですが、200円で数名の子供が助けられていると言われ、すでに何十人もの命が助かっていることを強く意識しました。 
さて、本題に入りたいと思います。 

『命とは？』 
９月の１５日に、自分の父の様にしたっていた伯父さんが

病気でなくなりました。５３歳でした。５ヶ月間、入退院をくり
かえし、病因がわかりませんでした。手を尽くしましたが、５
ヶ月間で、亡くなったのです。このことは、私たちの家族や、
伯父の両親である８０歳を超える私の祖父と祖母にとって大

きなショックでした。伯父は家族の中で大切な存在であり、皆を支えていたからです。伯父は生前、ライフコーチや先生であり、学ん
できた知恵と愛で、さまざまな悩みを持つ人にアドバイスし、解決してきました。生きていた時には何事にも、誰にも全精力でベスト
を尽くしました。最後の日まで多くの人に尊敬され、愛されました。 
心から愛している人を失うことは、立ち直るまで時間がかかります。私は命に関して考え始めました。 

死は誰でも避けられないのでしょうか？ 死がいつ私のドアにノックしますか？私の 9０歳の誕生日に訪ねてくるかな？ その後、私
という存在は骨しか残っていません。でも、太陽も月も動いています。地球も同じ様に回っています。何をすればこの世にいる短い

時間を使って、最高な人生、有意義な人生を歩めますか？以前、私が人生の一番有意義と思ったことは、優秀になりたい！影響力
を持ちたい！世の人に自分のことを覚えてもらいたい！しかし、疲れ、孤独感、喜びがなくなりました。他の人の記憶や賞賛で自分
のその小さな存在感を証明することは悲しい。しかし、時間は終点までずっと走っています。この世にいる時間を無駄に過ごさない
ように、私たちは何をすればいいですか？私たちは、人間として、自分の命を選択し創造する能力があります。しかしこの自由の中
に大変困っています。命が神様からもらった玩具ブロックのように、私たちはどのように組み立てても、ある日すべてを返さないとい
けない。すべてのものを失ってしまいます。私はこのことについて考えるたびに悲観的になりました。宇宙に比べて、私たちは微小

な埃です。死に向かって、私たちの生活は夢のように存在しています。人生は、もしかしてあまり意味はないかもしれません。人生
の結果などもないかもしれません。もしかして、人生の過程を楽しくすればいいです。でも、本当楽しいだけでいいですか？たとえ
ば、ポケモン Go が大好きな人の両親には多くの財産があって、ずっとずっと楽しくポケモンを遊ぶことができます。しかしこんな目
的を持っていない生活、好きなことだけすることは、死に対しての恐怖を減らすわけではありません。命の無常に関して何もしない
わけではない、逆に、命を追い求めるはずですね。皆様が私の「人間はどういう風に存在するべきか」の観点に賛成するかどうかわ
かりませんが、私にとって有意義な人生はパッションで生きて、すべての経験や人を大事にして、最後は奉仕の人生です。 

私という存在はこの世に意味がないかもしれません、あなたの存在もそうかもしれません。でもそのお互いに結びつけることには
意義があります。自己中心に自分のことだけ考え、自分が裕福になることだけに注目するのはでは勿体無い。得られた時間、知識、
などで人のために貢献し、他人の命にちょっとでも役に立ちたい人生を送りたい。ずっと私の価値について考えていましたが、今は
どうすればこの存在を有意義にすることができるかに注目します。次は、生き生きと生きること!自分の好きなことはもちろん、運命に
出会う困難や迷いも乗り越えながらこの人生に情熱を持ちます。それらの経験と出会った人間も大事にします。 
私はどこから来て、どこへ行くの？天国が存在すれば、それはどんなところですか？そこに行く資格はなんですか？どうすれば

自分の人生の後に天国にいける確信がもてますか？などいろいろな質問が頭の中にうかんできます。これらの問題について、聖書
という世界で一番売れている本から読んだことがあります。その中にはこのように書かれていました。創造者である神様が天と地と人
間を作って、私たちはそこから来ています。イエスキリストという神様の子がこの世の人を愛しているため、皆の前に立っているこの
私という人間のためこの地上に来て、罪を取るため、私の身代わりとして十字架に掛けられた。でも３日後に復活して、天国にあげら
れました。罪をとってくれるお方を信じるものに死後にもイエスと天国に永久に命を持てることができます。なので、そこへいくことを
信じます。それは私の信仰です。皆さんもそれぞれに、きっと自分の信仰を持っていると思います。 

日本に来て、学業だけではなく、自分の信仰を持てるようになってきて、心も強くなって、自分に対して有意義な人生について考
えることができました。皆さんの捧げもののおかげで、教科書に載っていない内容を留学生活で得られました。 
ですから、これからも自分が死に向かって、一番豊かな準備をしていきたいです。盛大なお葬式を準備することではなく、生きが

いがある多彩な人生を準備していきたいと思います。まだ未熟ですが、これから社会人になっても謙虚に学び続けて、自分の夢を
叶う道を歩みながら、この日本という国に貢献したい、必要な人々に役に立ちたいと思っています。 
皆様のおかげで、日本の留学生活がたくさん支えられて、さまざまな体験をして、成長しました。今は本当に充実しています。こ

の大好きな日本やロータリークラブの皆様に心より本当に感謝いたします。皆様と生涯の友になりたいです。また、皆さんから支え
ていただいた精神を社会人になって、人生の道を歩みながら、伝えていきたいです。ご清聴ありがとうございます。 

 ＜会員感想＞ 身近な人の死を通して、信仰しているキリスト教の教えを深く考えていることに感心しました。 

今後も、日本での経験を活かし、母国との架け橋となり大いに活躍しされることを期待します。 
   （文責 道木 宏昌） 



丸岡ロータリークラブ 
会員数：３７名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週水曜日18時30分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
クラブ広報委員会 委員長―奥村雅徳 会報委員会 委員長―倉田教信 副委員長―道木宏昌 

委員―青池 進 前川 徹 瀬野友伸 笹埜 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告                      １０月１９日（水） 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １７名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 林田恒正 
山下 下村 倉本 倉田 水﨑 柿木 杉本 
松井 青池 道木 笹埜 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １８名 
釣部 林田千之 林田數一 下田 髙嶋 
林田恒正 山下 下村 倉本 倉田 水﨑 
柿木 杉本 松井 青池 道木 笹埜 竹澤 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 届有欠 届無欠 
出席免除者 

欠席 
例会出席率 

10/19 ３７ ２９ ４ ３ １ 80.56% 

【メーキャップ】 10/17～10/24 事務局受付分  

10/20  福井RC  水﨑  10/26 

10/15   ＩＭ   参加者 ２０名 新会員セミナー  松田 上屋敷 瀬野 

例会日 会員数 出 席 ﾒｰｷｬｯﾌ゚  欠席者 
出席免除者 

欠席 
修正出席率 

10/5 ３６ ２５ ５ ３ ３ 90.91% 

 

 
◆寄付金の状況◆  ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10月19日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 31,000円 435,000円 965,000円 

ロータリー財団 20,000円 211,000円 

米山記念奨学会 21,000円 213,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 ２１名 

福井 RC 伊藤 彰 様  本日は奨学生の卓話よろしくお
願いします。 

山下会長 竹澤会員の入会を祝って。 

チューヅウンさん本日は卓話ありがとう 

ございます。 

杉本幹事 米山奨学生のチューヅウンさん本日は宜しく 

お願いします。竹澤様ご入会ありがとう 

ございます。 

中島   竹澤さんの入会を祝して。 

南    竹澤俊彦さん入会おめでとう御座ゐます。 

活躍を期待します。 

釣部   竹澤さん新入会ありがとう御座います。 

林田千之 竹澤君大歓迎いたします。 

小見山  竹澤さんの入会を祝し。 

今後ともどうぞよろしく。 

下田   日曜日に武生の陽願寺と愛山荘へ行って来ま 

     した。米山奨学生チューヅウンさん卓話ありが 

     とうございます。 

竹澤さん入会ありがとうございます。 

髙嶋   竹澤さん、入会おめでとう。米山奨学生 

チューヅウンさん卓話御苦労様です。 

下村   竹澤俊彦会員の入会を祝して！米山奨学生 

チューヅウンさん卓話ご苦労様です。 

倉本   竹澤様ようこそ丸岡ロータリークラブへ。御入
会おめでとうございます。米山奨学生チューヅ
ウンさん、本日は卓話御苦労様です。 

 

倉田 竹澤俊彦会員、入会お目出とうございます。 

水﨑 米山奨学生チューヅウンさん、ようこそ。卓話楽しく聞かせて 

もらいます。 

柿木 チューヅウンさん卓話よろしくお願いします。 

松井 米山奨学生卓話チューヅウンさんよろしくお願いします。 

青池 チューヅウンさんご苦労様です。卓話よろしくお願いします。 

竹澤俊彦会員の入会を祝して。 

松田 竹澤様ご入会おめでとうございます。 

   先日はたくさんのご来店ありがとうございました。 

道木 チューヅウンさん卓話ご苦労様です。 

笹埜 竹澤さん御入会楽しみにしておりました。今後もよろしくお願
いします。 

竹澤 本日より入会する運びとなりました。どうぞよろしくお願いし
ます。 

   

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について 

 目的 
ロータリー米山記念奨学会は、将来母国
と日本との懸け橋となって国際社会で
活躍する優秀な留学生を奨学すること
を目的としています。優秀とは「（1）学
業」に対する熱意や優秀性はもちろんの
こと、「（2）異文化理解（3）コミュニケ
ーション能力」への意欲や能力に優れて
いる点が含まれます。 
ロータリー米山奨学生は、ロータリーク
ラブを通して日本の文化、習慣などに触
れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、
将来ロータリーの理想とする国際平和
の創造と維持に貢献する人となること
が期待されます 
 

民間最大の奨学事業 
年間の奨学生採用数は７２０人（枠）、
事業費は12.4億円（2013-14年度決算）
と、国内では民間最大の国際奨学事業と
なっています。 
これまでに支援してきた奨学生数は、累
計で 18,648人（2015年 7月現在）。そ
の出身国は、世界123の国と地域に及び
ます。 
 

特色 ～世話クラブとカウンセラー～ 
米山奨学金には、奨学金による経済的な
支援だけでなく、ロータリークラブ独自
の世話クラブとカウンセラー制度によ
る心の通った支援があります。 
世話クラブとは？ 
日本には約 2,300 のロータリークラブ
があります。そのうち1つのクラブが、
1人の奨学生の「世話クラブ」となりま
す。米山奨学生は世話クラブの例会 に
月に一度出席し、ロータリー会員と積極
的に交流して国際交流・相互理解を深め
るとともに、ロータリーの奉仕の心を学
びます。 
 
 
 

重なり合うハートは「ロータリアン」

と「奨学生」を表しています。外国
人留学生の支援・交流を通じ、国を

超えた絆や信頼関係を築き、やがて、

一人ひとりの胸に世界平和を願う”
心” を育てるという、事業創設の願

いが込められています。 

 


