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本日の例会

次回の例会

令和２年１０月２６日（月）第 2022 回例会
19：00

２日（月）第 2023 回例会

祝事

開会点鐘

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱
会長挨拶

杉本 政昭 会長

幹事報告

三寺 康信 幹事

委員会報告
① 例会出席報告
② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団

委員会の日

今後の予定
令和２年１１月 ９日（月）第 2024 回例会
ガバナー公式訪問
本日の寄付報告

19：30 クラブフォーラム
「ガバナー公式訪問に向けて
～木村昌弘ガバナー補佐をお迎えして～」
20：00

令和２年１１月

高椋コミュニティセンターにて １４時半～

令和２年１１月１６日（月）第 2025 回例会
会員卓話

小見山 修 会員

令和２年１１月２３日（月）祝日の為 休会

閉会点鐘

令和２年１１月３０日（月）第 2026 回例会

幹事報告

会員卓話

＜ガバナー事務所より＞
① 2021 学年度奨学生の引受の依頼
② 地区ロータリー財団セミナーＤＶＤ送付
③ 「世界ポリオデー」に向けて
ポリオ根絶活動募金の依頼

北 勇一 会員

第５回理事会

報告

１０月１２日（月） オンライン会議にて開催
Ｗｅｂ
【審議事項】
日

①１１月プログラムの決定

時

内

連絡の徹底お願いします

11/2（月）

祝事

①欠席は理由を添えて

11/9（月）

ガバナー公式訪問

②オンラインでの例会参加希望

例会開催月曜日１５時までに
事務局へご連絡ください。

ビジター受付のみ実施日
福井水仙 RC
福井東 RC

木 18:00～18:30
月 12:00～12:30

委員会の日
（ホスト：丸岡ＲＣ）

11/16（月） 会員卓話 小見山 修会員
11/23（月） 勤労感謝の日 祝日の為 休会
11/30（月） 会員卓話 北 勇一会員

詳しくは
11/5
12/21

容

https://rid2650-pub.com/
福井パレスホテル
アオッサ１Ｆ入口付近

杉本 政昭 会長挨拶

１０月５日（月）

皆さんこんばんは。今日はまずお客様をご紹介します。地区米山奨学副委員長で福井
ＲＣ会員の伊藤彰様、武生府中ＲＣの米山カウンセラー大谷和義様、そして本日の卓話
をしていただく米山奨学生ガウタム・ビベクさんです。ようこそお越しくださいました。
さて１か月後になりますが１１月９日にガバナー公式訪問合同例会が丸岡で行われま
す。またそれに先立ちまして１０月２６日の例会に「ガバナー公式訪問に向けて」とい
うことで木村ガバナー補佐がお越しになられます。ガバナー公式訪問合同例会には、一
人でも多くの会員の皆様の出席をいただいて、ガバナーをお迎えしたいと思いますので、
会員の皆様には、ご協力よろしくお願い致します。
また、本日皆様にもご案内しております通り、地区より、引き続きのコロナ感染拡大
防止のお願い ということで、案内が入ってきております。その中で、来年４月の地区
大会は、通常の規模での開催は困難と考えており、規模を縮小して開催することも検討していくということです
が、地元福井での開催ですので、半年後、何とかより良い形で開催していただければと思っています。
今朝のニュースでは、高田賢三氏がお亡くなりになったとか、自衛隊の女性隊員の集団感染とか、野球の上原浩
治さんは、完全無症状で空港の検疫で分かったということですし、コロナの症状もさまざまです。まずはうつらな
い、そしてうつさないと言う事で、個人個人、当クラブとしても感染予防対策しっかりやっていきたいと思います。
今日は米山奨学生 ガウタム，ビベクさんの卓話です。どうぞ宜しくお願いします

ロータリー米山記念奨学会より

１０月５日（月）

地区米山奨学副委員長 伊藤 彰様（福井ＲＣ）
丸岡ロータリークラブの皆さん、こんばんは。ちょうど一年ぶりに訪問
させていただきました。１０月は米山月間です。米山記念奨学事業は皆様
の多大なるご寄付で成り立っています。豆辞典をご覧ください。昨年度は
コロナの影響もありながら、13 億 3632 万円の寄付をいただきました。23
ページの一人当たりの寄付額ランク付けですが、2650 地区は全国で 5 位
という目標の 2 万円を超えるご寄付です。寄付額と比例して、奨学生の受
け入れが 53 名とトップです。
13 ページには、学友の活躍も紹介されています。2650 地区出
身のウスビサコさんは、日本初のアフリカ人学長に
就任されています。18 ページで紹介の、米山親善大
使のカレンさんは、しばらく福井にもいらっしゃっ
たということです。
日本を選んで留学してくる奨学生の力になり
たいと思います。コロナ禍ですが、このような時
だからこそ、ご支援をよろしくお願い致します。

米山奨学生卓話

１０月５日（月）
『夢をかなえてくれた日本』

ガウタム ビベク さん
（お世話クラブ：武生府中ＲＣ）

ネパールから来日してから 6 年目、現在、福井工業大学工学部機械工学科 4 年に在籍
しております。人や年齢によって夢もやりたいことも変わってくると思います。私も来
日した際、多くの夢を持って来ました。この 6 年でほぼ実現出来ました。
出身はネパールと言うと「ネパールってどこ？」と聞かれる方も多くいらっしゃいます。
ネパールは面積日本の約 39％で中国とインドの間にある小さい国です。ネパールは世界唯
一三角の国旗、世界で一番高い山エベレスト、仏陀が生まれた所ルンビニで知られていま
す。私の地元は有名な観光地ポカラから 30 キロ離れた村にあり、きれいなヒマラヤが見え
ます。

ネパールでは、国立学校より、私立学校の方が英語で勉強でき教育も良いため、子供にはお金をかけて私立学校
で教えることが多いです。地元には英語で勉強できる私立の学校がなかったため、私は中学校 3 年から一人暮らし
を始めました。2014 年に大学を卒業し、2015 年 7 月に来日しました。
来日してから 6 年、今まで多くの日本人と出会いましたが、
「留学先は何で日本なの？」という質問が一番多い
です。理由はたくさんありますが、一つだけ答えるとしたら、勉強しながらアルバイトもできるので家族に負担か
けずに自分の夢を実現できる国だと思ったからです。と答えています。
2017 年に日本語学校を卒業して、自分の興味のある機械の勉強をするため、福井工業大学に入学しました。日本
の大学生活は忘れられない思い出でいっぱいです。福井工業大学新入留学生代表スピーチから始まった日本の大学
生活では大学のパンフレットやホームページ、テレビに出るチャンスがありました。又、大学が色々なチャンスを
下さり、奨学金を頂くことも出来ました。そして福井県警察でネパール語の通訳をさせて頂きました。
大学では機械のことを勉強していて特にロボットに興味があり、1 年生の時から小さなロボットを設計していま
す。ロボットの組み立てから始まり、人間の腕のような動きができるロボットアームやレスキューロボットまで設
計しました。これからも一つの趣味として続けて行きたいと思っています。卒業研究は安くて安全、強度が良い材
料の開発に基づいた研究をしています。
この 6 年間を通して、日本の文化と習慣にも触れることができました。ネパールと日本の大きな違いをまとめて
みました。
①ネパールでは、収入が少ないし家族みんなで働けるよ
うな環境もないのでお金が大切にしますが、日本では
時間を大切にします。
②ネパールではものの品質よりも量と値段を見て買う
ことが多いです。
③勉強してもお金や知り合いがいないと、自分がやりた
い仕事が見つけるのは大変です。
④子供が働き始めたら仕事を辞める親が多いです。
⑤ネパールでは、家族内でも年上の方には丁寧語を使います。
⑥面白いのは左利きの人でも右手でごはんを食べ、左手でお尻を洗います。
このように、異なる言語、文化と習慣がある国で自分の夢を実現することは簡単ではありませんでした。来日して
から、様々な事に苦労しましたが、得た経験や学んだ事で自分はとても成長していると思います。日本語が話せる
ようになりました。様々な国籍の友達が出来ました。また、お客様を大事にする日本人のビジネスマナーを身に付
けました。これだけではなく世界中どこへ行っても活躍出来る自信を持てるようになりました。ですから日本に留
学して本当に良かったと思っています。
今年、コロナの影響で米山奨学生としてできる経験、すべては出来なかったと思いますが、奨学金を頂いて困ら
ずに学生生活を続けることが出来ました。これはロータリアンの皆様のおかげです。ありがとうございます。例会
では日本の様々な分野の第一線で活躍する方々から貴重な話を聞き、様々なことに役に立っています。また、カウ
ンセラーの方や他のロータリアンからの相談や手伝いで日本の生活がもっと楽しくなっています。
日本の大学生活は、そろそろ終わりですが人生はまだ長いので自分の興味のあるもの、仕事に必要な知識と色々
な経験を積んで世界中どこでも活躍出来る技術者になり、人々の暮らしを支える力になりたいと思っています。
これで卓話を終わらせて頂きます。来年の 3 月までお世話になりますのでどうかこれからもよろしくお願いいた
します。 ご清聴ありがとうございました。
＜会員感想＞
留学先として日本を選んだ事、そして 6 年間を過ごされて日本を選んで本当に良かったとお聞きし、嬉しく思い
ました。又、ネパールと日本の文化、習慣の違いを分かりやすく教えていただき、少しネパールが身近に感じら
れました。将来母国と日本の架け橋となりご活躍されることをご期待いたします。

（文責 前川 正智）

竹吉青少年奉仕委員長

報告

１０月５日（月）

9 月 5 日（土）14 時から約 2 時間半

第１回青少年奉仕担当者会議（WEB 会議）参加

地区内 122 人が参加。松原六郎ガバナーの挨拶の中、
「コロナで様々な活動が停止しているが奉
仕活動は止めない」、という言葉が印象的でした。
①青少年奉仕委員会活動の意義

②地区内 96 クラブの事業の説明

③青少年指導者要請プログラム（RYLA）説明
⇒当初、2021 年 3 月に京都で二泊三日の研修を行う予定でしたが、5 月中旬に府県毎日帰りオン
ラインで研修を行うことに変更されたということてず。
④インターアクトについて

⇒2650 地区では 21RC 提唱の 20 のインターアクトがあり、福井県内には、私立の啓新高

校、気比高校、福井高校、県立の武生東高校、4 つのインターアクトがあるということでした。
⑤ローターアクトの説明

⑥青少年交換プログラム⇒コロナの発生後、即刻帰国措置をとったということです。

コロナに関しては、危機管理の対応力が問われていると捉え、子ども食堂が停止したので弁当の宅配を行ったクラブの
活動が紹介され、各クラブがアイディアを交換しあって、コロナ下での活動に取り組んでほしいということでした。 以
上で、青少年奉仕委員会の報告を終わります。

委員会報告

１０月５日（月）

◆ロータリー財団◆

寄付者

南利明
山下
南勝文

下田
松井

釣部 林田千之 北
倉本 水﨑 杉本

◆米山奨学会◆

寄付者

南利明
山下
南勝文

下田
松井

釣部 林田千之 北
倉本 水﨑 杉本

◆ニコニコ箱◆

◆出席報告◆

１７名

金 奥村 林田恒正
川上 竹澤 八百山

１７名

例会日

会員数

10/5

３３

出席委員会
出

席

届有
欠

届無欠

５

２

２５

金 奥村 林田恒正 ◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会
川上 竹澤 八百山

寄付者

10 月 5 日

１９名

＜お客様＞
福井 RC 伊藤彰様 今年もよろしくお願いします。
武生府中 RC 大谷和義様 今日はお世話になります。
杉本会長 米山奨学生のガウタムビベクさん 本日卓話
よろしくお願いします。
三寺幹事 妻の誕生日を自祝して。
釣部
ガウタムビベクさん卓話頑張って。結婚記念日
を自祝して。
林田千之 誕生日を自祝して。お客様ようこそ！
小見山
秋晴れの下、元気に？才を迎えることができ感
謝します。米山ガウタムさん卓話楽しみにして
おります。
下田
米山奨学生ガウタムビベクさんようこそ。米山
カウンセラー大谷和義様ようこそ。
金
本日都合により早退させていただきます。
奥村
例会はやっぱり対面が最高です。

出席免除者

１

累計

36,000 円

159,000 円

ロータリー財団

27,000 円

146,000 円

米山記念奨学会

27,000 円

149,000 円

山下
倉本
水﨑
竹内
松井
川上
竹澤
八百山
南勝文

例会出席率

78.13%

ロータリー基金委員会

ニコニコ箱

林田恒正

欠席

会費含む累計
159,000 円

米山記念奨学生のガウタムビベクさんお話楽しみにしてい
ます！
ナマステー ガウタム君ようこそ丸岡へ。
本日は米山奨学生の皆様方、御苦労様です。
ガウタムビベクさんお話楽しみにしています。
米山奨学生のガウタムビベクさん 本日の卓話よろしくお
願いします。
久しぶりに出席できましてうれしいです。
結婚記念日を自祝して。
ガウタムビベクさん 卓話よろしくお願いします。
チョット寒くなりました。今月も頑張って出席したいと思い
ます。よろしく。
本日も皆様ご苦労様です。

10 月度祝事
会 員 誕 生
10/2 小見山会員
10/22 柿木会員
10/23 林田千会員
10/27 杉本会員

日
76
61
82
61

結婚記念日
10/7 釣部会員
10/8 西出会員
10/20 山岸会員
10/23 川上会員

会
10/3
10/14
10/17
10/20

員 夫 人 誕 生 日
三寺会員夫人 恭子様
奥村会員夫人 秋子様
東角会員夫人 恵子様
川上会員夫人 尚代様

丸岡ロータリークラブ
会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター
例会日：毎週月曜日 19 時 00 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
（月）14 時から 18 時（火～金）13 時～17 時
TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail w e b m a s t er @ m a r u o k a - r o t a r y . c o m
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄
委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀

