
 
   

令和３年１０月１１日（月）第 2052 回例会 

12:30 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「奉仕の理想」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

幹事報告  上屋敷 貴紀 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 本日の寄付報告 

13:00  企業ＰＲ ③ 

小見山会員 下田会員 杉本会員 

13:30 閉会点鐘 

本日の例会  

令和３年１０月１８日（月）第 2053 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ④ 

ＰＲ者：金会員 瀬野会員 竹内会員 

令和３年１０月２５日（月）第 2054 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ② 

令和３年１１月 １日（月）第 2055 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

祝事  米山奨学金授与（１１月分） 

新入会員卓話   戸﨑 直哉 会員 

令和３年１１月 ８日（月）第 2056 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

企業ＰＲ例会 ⑤ 

ＰＲ者：竹澤会員 竹吉会員 釣部会員 

令和３年１１月１５日（月）第 2057 回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

企業ＰＲ例会 ⑥ 

ＰＲ者：道木会員 西出会員 林田千之会員 

令和３年１１月２２日（月）第 2058 回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

委員会の日 ③ 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より≫  なし 

令和３年１０月１１日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

企業ＰＲ例会の担当者は「あいうえお順」です。

ご欠席の予定の場合、ご自身で交代をしていた

だきますようにお手配お願い致します。 
また、その旨を事務局にもご一報ください。 



 

 

  
皆さん、こんばんは。 

今日は嬉しいニュースがあります。多田清吾さんが本日より入会されますので、皆

さん仲良くしてください。これで丸岡ロータリークラブは、32名になりました。 

 さて、全国的にも緊急事態宣言が解除され、コロナ感染拡大も、ようやく落ち着い

てきたようです。少しずつではありますが平穏な普通の生活になってくることを願い

ます。当クラブは、まだ一人も感染者は、出ていませんが、まだ先は長いと思います。

第 6波、第 7波が来る可能性がありますので、感染対策に気を緩めず、今後も慎重に

行動してください。 

本日は、米山奨学生チャンさんの卓話です。よろしくお願いします。 

柿木 満雄 会長挨拶                         １０月４日（月） 

 
 
 
 
 
 

再度入会させていただくこととなりました。以前は、福井市に事務所がありましたが、

森田に移転し例会場にも近くなりました。ロータリアンとしてまた一から勉強させて

頂きながら皆さんと一緒に頑張ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

多田君は、2015 年 1 月入会し 2016 年 6 月に仕事の都合上にて退会しまし

たが、その後、ゴルフ練習場で会った際に声を掛けたら快く再入会を承諾し

てくれました。私は同じ年で、以前、柿木会長、前川徹会員とソフトボール

の仲間でした。彼は、サードの守備も上手くまた打撃でもホームランをよく

打っていたいい選手でした。その当時のように、ロータリアンとしても活躍

してくれると思います。 
仕事は、造園業です。洒落たデザインの庭を造る彼自身デザイナーでもあります。ソフト面でもハード面でも彼は、

優れた人材です。「出戻り」と彼自身の後ろめたい気持ちを皆さんの温かい目で一掃し、支えてくださるとありが

たいです。 

新会員入会式                            １０月４日（月） 

多田 清吾（ただ せいご）会員 
1968（S43）年 1 月 16 日生 
株式会社オーエスジー・デザイン 
（福井市上野本町）代表取締役社長 
現住所：丸岡町長畝 
推薦者：三寺会員 柿木会員 

 

推薦者の三寺会員より  

入会承諾書およびロータリーバッチ授与 

 

米山奨学生卓話                 １０月４日（月） 

「マレーシアから来た留学生 日本での大学生活を紹介」 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

マレーシアペナン島出身 福井工業大学 3年生工学部機械工学科自動車ｼｽﾃﾑｺｰｽ 

①マレーシアの紹介 

＜国土について＞マレー半島とボルネオ島の一部

から成り立ち、東南アジアの中心（赤道）にある国

です。国土面積は約 33万平方キロメートルで（日本

は約 38 万平方キロメートル）、国土の約 60％が熱帯

雨林で覆われています。自然豊かな国です。赤道に

近いため、激しい気温の変化はありません。一年中 

 

例会最後に、 
多田さんようこそ！の意味を込めて 

♪「手に手をつないで」♪ 



  の平均気温は 21℃から 32℃までくらいですが、島国ですから涼

しいです。とても住みやすい国だと思います。 

首都はクアラルンプールです。人口は約 3200 万人です。 

三つの民族（マレー系、中国系、インド系）があるため、文化、

言語、食文化が多様です。 

＜言語について＞国語はマレー語、共通言語は英語、民族によって中国語やタミール語を用いて交流しています。

小学校、中学校や高等学校は民族によって分かれていて、授業に使われている言語も変わります。例えば、私の小

学校の科学科目の授業は中国語、中学校や高等学校の科学科目の授業は英語で行いました。その他、言語では小学

校、中学校や高等学校などでいずれも、同時にマレー語、英語や中国語を勉強してきました。行政的な手続きなど

をする時はマレー語、スマホの設定やメールなどは英語、家族や友人は中国語、台湾語と広東語で交流します。皆

さんには不思議に思えるかもしれませんが、マレーシアの人はそんな環境で育ってきています。言語力はマレーシ

ア人の長所の一つではないかなと思います。 

＜通貨について＞リンギット。1000 円を換算したら 37 リンギットになります。マレーシアからの留学生がよく話

していることですが、日本の物価はマレーシアの 3倍ぐらい高いです。日本の外食は一回当たりおよそ 500 円から

1000 円かかりますが、マレーシアでは 200 円から 500 円ぐらいです。マレーシアの物価は安いし、食べ物の種類

は多くて美味しいです。 

＜食べ物＞民族によってそれぞれの料理があり、特性を融合させた料理もたくさんあり

ます。国際メディア CNNの調査によると、マレーシアへのグルメ旅行は世界中 195か国

の中に 6位でした。 

 物価が安い、住みやすい、天気が良い、美味しいグルメなどで、海外からの移住者が

どんどん増えてきます。2002 年から 2018年までの移住者はおよそ 42000人であって、 

その中に日本からの移住者はおよそ 5 千人いました。移住する日本人は主に定年退職した人たちで老後の生活を

マレーシアに快適に過ごしています。日本の有名アーティスト GACKT（ガクト）も 2012 年に移住し、マレーシア

に対していい評価をしてくれています。皆さんも、老後の生活をぜひマレーシアでお過ごしください。 

②留学生生活について 

2018 年 4 月１日来日しました。来日前 3 か月間日本語の基礎を学び、来日後東京都文京区本駒込にあるアジア

文化協会日本語学校に入学し一年間日本語を勉強しました。７月に代々木にあるラーメン屋で私の人生初のアル

バイトを始め、ウエーター、清掃員、スーパーなどの経験を経て、日本語が上達し、コミュニケーション力も高く

なりました。 

2019 年には日本語能力試験一級に合格し、日本留学試験で福井工業大学の入学試験に合格し進学しました。幼

い頃から機械について興味があったので、工学部機械工学科の自動車システムコースを選びました。大学では基礎

的な 4 力学（力学、熱力学、振動学、流れ学）、数学、自動車の機構などについて勉強しています。大学の授業を

受けることは難しいですが、諦めずに頑張って、何とか好成績を維持することができています。 

さらに、私は「学生フォーミュラ」というプロジェクトに参加しています。「学生

フォーミュラ」とは、学生たちの発想に基づいてゼロからマシンを設計して、自ら

の力で製作して学生フォーミュラ日本大会に出場するための学生プロジェクトで

す。大学で学んだ知識をアウトプットできて、すごくいい学生プロジェクトだと思

います。学生フォーミュラ日本大会（日本自動車技術会主催）で今年の 9月にはル

ーキー賞を授与されました。将来、エンジニアなるつもりの私にとって大変励みに 

なりました。自動車メーカーに就職したら身につけた知識を生かして社会に貢献したいと思っています。 

部活の他に、私は積極的に活動やイベントに参加しています。国際的な留学生交

流会（JAPAN TENT）、旅行調査、福井県周辺の現地調査などに参加することがあり

ます。去年、若狭町を調査して、7か国語のパンフレットを作成して、現地の方々に

プレゼントしました。今年度はもう一回若狭町を訪ねて取材し、私は撮影担当者と

してプロモーションビデオを製作するつもりです。4 年間の大学生活はあっという

間でしたが、充実した大学生活を過ごすことができました。 

合格率の低い米山奨学生へ申し込みをして、合格したときの嬉しさは未だに忘れ 

られないです。いただいた奨学金は大切にさせていただいています。奨学金は、自動車学校の学費や、両親の負担

を軽減したいので、大学の学費として使わせていただいています。貯金もし、卒業後の進路（進学、就職）が決ま

ったらそのために使わせていただこうと考えています。ロータリークラブの米山奨学生の一人として、私は皆さん

からたくさん勉強したいと思います。また、米山奨学生として、日本とマレーシアのかけ橋として活躍していきた

いです。私は米山奨学生に選ばれてとても幸せです。これからもどうぞよろしくお願いします、本日は誠にありが

とうございました。 



 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３１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 webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

委員会報告                   １０月４日（月） 

東角  多田君入会おめでとうございます。 
水﨑  今日歩いていたら赤トンボが群れて飛んでいました。もう秋で

すネ。 
杉本  多田様入会おめでとう。チャンザウェイ君卓話よろしくお願い

します。 
三寺  多田！おかえり～ 
松井  多田様入会おめでとうございます。チャン君卓話お願いします。 
道木  多田会員これからもよろしくお願いします。 
川上  多田会員入会おめでとうございます。チャンザウェイ君卓話よ

ろしくお願いします。 
竹澤  チャン君卓話楽しみです。 
西出  多田様入会おめでとうございます。 
岩田  今日はお仕事の為早退させていただきます。 
八百山 多田清吾さん入会お目出当うございます。今後ともよろしくお

願いします。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

◆ロータリー財団◆   寄付者  ２０名 
釣部 林田千之  下田 金  奥村 林田恒正 山下 
東角 水﨑 柿木 杉本 松井 道木 上屋敷  川上 
竹澤 西出 岩田 八百山   南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １９名 
釣部 林田千之  下田 金  奥村 林田恒正 山下 
東角 水﨑 柿木 杉本 松井 道木 上屋敷  川上 
竹澤 岩田 八百山   南勝文 

◆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 4日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 34,000 円 215,000 円 597,500 円 

ロータリー財団 25,000 円 154,100 円 

米山記念奨学会 24,000 円 148,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２３名 

柿木会長  多田清吾さん 入会おめでとうございます。

誕生日を自祝して。 
上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。多田さ

んこれからよろしくお願いします。チャン君

本日は卓話よろしくお願いします。 
釣部    コロナで欠席が多くすみませんでした。 
林田千之  道義を忘れた日本人。 誕生日を自祝して。 
山岸    多田君の入会を祝して。エイジシュート達成

できました。 
小見山   多田さんの入会を祝して。また、10/2元気に

この日を迎えることが出来、感謝です。 
下田    映画「記憶」を観てきました。多田さんの入

会を祝して。 
金     欠席が続きまして、心苦しいかぎりです。 
奥村    10 月なのに今日は暑かったです。 
林田恒正  コロナ感染一休みかなぁ。早く解決してほし

いです。 
山下    多田さんの再入会おめでとう。チャン君どれ

だけ日本語が上手くなったか楽しみです。 
 

◆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 

10/4 ３２ ２５ ４ ２ １ 80.65% 

 

【審議事項】       

 ①１１月プログラムについて 

 ②ロータリー奉仕デーについて＜社会奉仕委員会＞ 

  延期になっていた三国ＲＣとの共催事業 

  「三国サンセットビーチ清掃活動」は 

  10/24（日）9：00～10：30 

③丸岡定時制職業講話＜職業奉仕委員会＞ 

12/13（月）11：00～12：00 

昨年同様 

第５回理事会報告                         １０月４日（月） 

日  時 内  容 

11/1（月） 19：00 
祝事 米山奨学金授与（11 月分） 

新入会卓話 戸﨑直哉会員 

11/8（月） 12：30 企業ＰＲ例会⑤ 竹澤 竹吉 釣部 

11/15（月） 19：00 企業ＰＲ例会⑥ 道木 西出 林田千之 

11/22（月） 12：30 委員会の日③ 

11/29（月）  11/28 開催のＩＭ 振替休会 

 

 

委嘱状授与                            １０月４日（月） 

国際ロータリー第２６５０地区より 

2021-22 年度 
地区ディスカッション･リーダー（ＤＤＬ） 就任 

       松井 寛 会員 

１０月祝事は、来週掲載予定 


