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人類に奉仕するロータリー

行事予定

10月27日 部門セミナー報告
　　　　（時間変更）
　　　　青少年奉仕部門
　　　　管理運営部門

会長あいさつ 2016-2017年度　久保田　勲会長

　皆さんこんにちは。本年度12回目の例会にご参加いただきありがと
うございます。米山記念奨学生のチョウドリ・イムルル君ようこそ。
　先週の報告として日曜午後３時から上尾の平方第二グラウンドにて
３回目の野球の練習会がありました。月曜日はロータリー財団設立100
周年地区大会ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会が、越谷北ＲＣのホ
ストのもと大利根カントリークラブにて執り行われました。総勢340名
の参加の中、当クラブは大塚パストガバナーと齋藤パスト会長、樋口
幹事と私の４人でラウンドさせていただき、大塚パストガバナーの意
外な一面もみれて楽しいラウンドができました。昨日５日は、当クラ
ブクリスマス例会に呼ぶ予定の歌手の29周年記念ライブが東京駅そば
のコットンクラブというライブハウスであり、こころの唄ということ
で優しい歌声とメロディで極上のひとときを届けて頂き、当日のご挨
拶も含めてさせていただきました。
　さて今月は「経済と地域社会の発展月間」です。ロータリーの職業
奉仕についてお話しさせていただきます。一般的には奉仕というと、
自分の財産、あるいは時間、もしくは労力を犠牲にして、第三者のた
めに良いことをする意味にとられます。そしてその行為によって利益
を得たり、報酬を貰ったりすれば、それはもう奉仕ではないと考えら
れますが、ロータリーでいう職業奉仕とは適正な利潤を得て自分の職
業を通じて、社会のために尽くすことであって、さらに追及すると、
自分の職業を成功させることになります。日常で出来るのは自分の職
業を通じてのサービス実践のでしょう。職業奉仕を通じてロータリア
ンはすべての取引における高い倫理基準を守り、これを推進しあらゆ
る有用な仕事の価値を認め、職業上の専門知識や技術を社会に役立て
るように期待されているのです。職業奉仕を推進する責務はロータリ
ークラブと会員の両方にあります。職業奉仕への取り組みの一環とし
て、高い倫理基準の実践を推進するには「四つのテスト」と「ロータ
リーの目的」の２つがあり、職場や私生活のあらゆる場面での倫理的
行動実践のための指針となっております。四つのテスト、①真実かど
うか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　　④みんなのた
めになるかどうか　は、仕事に関連するすべての事柄において、従う
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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第２658回 例会
２０１6. 10. 15

スマイルスマイル
久保田会長／藤村副会長／樋口幹事／武重会員／大塚信郎会員／
小林邦彦会員／齋藤重美会員／村岡会員／萩原会員／神田会員／
大木会員／細野会員／大塚崇行会員／宇齋藤博重会員／関口会員／
野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修宏会員／門崎会員／
春日会員／芳賀会員／小林裕一郎会員

出席　　会員数　　38　　　出席数　　27
欠席　　欠席数　　11　　　（％）　 71.05
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  9
修正（％）　 　 76.32      　   （Ｍ・Ｕ）     5

すがもともとは仏教の国です。８世紀頃に建てられた仏
教寺院が遺跡として発見され世界遺産になっています。
　さて日本に留学に来て、世界各国のたくさんの友達
ができました。日本に来て楽しい２年間を送りました。日
本語学校の卒業式には近藤先生や川口西RCさん、杉
戸RCさんの方 も々来てくださいました。川口西RCさん
は「バングラデシュの児童のために愛の手を」と、西川口
駅に非常用の傘を設置しながら募金活動をしてくださ
っていて、毎週10本くらいの傘の補充を私が担当してい
ます。
　将来の目標について、日本とバングラデシュの架け橋
をつくろうということで私が日本にいますので、ロータリ
ーベタギユニオンハイスクールやベタギ村を、日本語が
話せる村になるよう貢献したいです。またバングラデシ

ュのホームレスの子供たちの教育に貢献したいです。こ
れらはバングラデシュに進出する日本の会社や企業な
どがだんだん増えていくようですので、架け橋として、自
分ができる限りのことを積極的に協力したいと考えてい
ます。バングラデシュと日本の関係がこれからももっとも
っと円滑になるよう頑張りたいです。
　皆様から頂いた奨学金のおかげで勉学に集中できま
した。ロータリアンの方々や他国の米山記念奨学生と交
流ができてとても嬉しいです。人 と々の出会いによって自
分の視野も広がっています。米山記念奨学生に採用し
ていただきこの場をお借りして、支援してくださっている
方々にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

【移動例会　社会奉仕事業】　宇多村海児委員長
医療法人 藤仁会 藤村病院130周年～健康フェア～in藤仁会に当クラブが出展しました。
ポリオ撲滅ポスターを掲示、お子様にはお菓子を配布しました。地区のゆるキャラも大人気！
宇多村委員長、会員皆様、お疲れ様でした！ご来場いただいた方々ありがとうございました！

チョウドリ君、素晴らしい卓話
ありがとうございました！
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幹　事　報　告
樋口 雅之幹事

委員長報告
社会奉仕委員会　宇多村海児委員長

◆次回例会は15日（土）13
～16時、藤村病院さんの
駐車場で行われます。社会
奉仕ということでテントを
設営して１時間ごとに当番
をしていただきます。どうぞ
よろしくお願いいたします。
◆10月のロータリーレートは１ドル＝102円です。
◆RI日本事務局、財団から【ロータリー財団、満点評価
を受ける】とお知らせが届きました。ロータリー財団が、
米国内慈善団体の格付けを行う機関「チャリティ・ナビ
ゲーター」から「財務の健全性」「説明責任＆透明性」の
いずれの分野でも100ポイントを記録、満点の評価を受
けたそうです。
◆上尾地方防犯協会・上尾地区暴力排除推進協議会
から10月15日（土）14時から響きの森・桶川市民ホー
ルで開催される「平成28年度　上尾・桶川・伊奈　暴
力排除地域安全大会」の案内がきています。

例会主題～部門セミナー報告

べき倫理的指針として1934年に国際ロータリーに
採択されて以来、ロータリアンが倫理的行動をはか
るうえでの重要な尺度として用いられて、世界中で
推進されています。またロータリーの目的は事業ま
たは専門職務に携わるロータリアンとしての行動と
して求められる事項が４項目にわたって、ロータリ
ーの目的に記されている高い道徳的水準をさらに明
確に定義する手段として、すべてのロータリアンが
、四つのテストとともに、事業や専門職務活動にお
いて適用されておりますので、これからもロータリ
アン一人として取り組んでいきたいと思います。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生   チョウドリ・イムルル君 

　いま幹事報告にあったよ
うに次回例会は10月15日
（土）に例会日変更となって
います。お手元に参画イベ
ントの当番表が配られたと
思います。当日は藤村副会
長が講師となる公開医学講座や、健康相談なども行わ
れますので、当番表にかかわらずお越しいただければと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

米山記念奨学委員会・学友委員会　齋藤博重委員長
ロータリー米山記念奨学部門　学友部門

　米山記念奨学委員会に
ついては皆さんもご承知と
思いますので、今年度に新
設された学友部門・学友委
員会について触れさせてい
ただきたいと思います。
　学友部門・学友委員会の活動は、ロータリー財団奨
学生、GSE、青少年派遣交換学生、米山記念奨学生とそ
れぞれがありますが、振り返ると、その方々が勉強され
た後、どのように過ごされているか追跡せず今まで把握
できていなかったので、あらためて情報を収集してネッ
トワークをつくり、フィードバックできるシステムをつくろ
うというのが学友部門です。地区で今まで財団奨学生
で卒業されたのは388名、当クラブでは4名。GSE4名、
青少年派遣交換学生は6名、米山記念奨学生は地区で
989名が卒業され、当クラブは10名となります。そのうち
日本にいる方々は連絡がつくのですが、米山記念奨学
生は海外にいてなかなか連絡がつきづらい現実もある
のですが、歴代のカウンセラーから情報を引き出しなが
ら当クラブとしても名簿などをつくっていきたいと思いま
す。卒業後、財団奨学生だった方が大学の教授になっ
た方もいて、その方からお話しを聞くと本当にロータリ
ーに感謝していらっしゃるとのことでした。当クラブで卒
業された方 も々、ひとつの財産ですので今年度、卒業さ
れた方の情報をほりおこし、卓話や交流会などを企画し
て、現況の報告などもいただいて、皆さんに何かお戻し
できたらなと考えています。資料を事務局と作成してい
ますが、何か情報をおもちの方がいらっしゃったらご一
報いただけると幸いです。現状をフィードバックすること
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例 会 主 題 ～ 卓 話

によって、また今後の学生への寄付につながったらと期
待しています。委員会としてもがんばっていきますが、皆
さんのご協力をいただけたらと思います。よろしくお願い
いたします。

　私はバングラデシュから
参りました。チッタゴン出身
で、家族は母と姉と兄がい
ます。父は2012年に亡くな
り4人家族になりました。現
在、上尾クラブにお世話に
なっております。カウンセラーは関口和夫様です。私は文
教大学、日本語日本文学科、言語と文字文化研究に所
属しています。外国人の留学生としては日本語はとても
難しくて、文字では漢字、ひらがな、カタカナがあり、言
葉における物事の捉え方等ありまして、今後、ベンガル
人が、日本語を効率よく学ぶ方法を考えています。私の
論文では「日本語とベンガル語の対照的な考察」となっ
ていますが、これはベンガル語を学ぶ日本の方々にも役
立つかなと思っています。
　私はRID2770地区が創ってくださったロータリーベ
タギユニオンハイスクールの卒業生です。当時埼玉全域
だった2570地区の秋山博先生が先頭にたってバング
ラデシュにいらっしゃって学校を創ってくださいました。
秋山先生がなぜ来たかといいますと、私のひいおじいさ
んが1972年度の米山奨学生だったのです。ひいおじい
さんは日本の米山学友会の初代会長を務め、NHKでも
働いたのですが、バングラデシュの教育のためになんと
かしたいと思い、ロータリアンにお願いをしたところ、埼
玉のロータリアンの方々が興味をもってくださり、1988
～1996年にかけて支援をうけ、ロータリーベタギユニ
オンハイスクールになったのです。

　私はその学校に入学し、毎年ロータリーの方々が訪
問してくるのを見て、ペンやノートをお土産で貰ったりし
ました。そして時間に正確だったり日本人のように温厚
な性格の、ひいおじいさんのようになりたいなと思いま
した。中学２年の時、近藤功先生（越谷中RC、名誉会員

文教大学元教授）が、日本の学校が夏休みの時に１カ
月ほどバングラデシュに来て日本語を教えてくださって
いました。私はその時、日本語の授業を受け、他の勉強
より日本語へ興味があり、テストでも満点をとっていて
近藤先生が私のことを覚えてくださいました。
　ひいおじいさんが亡くなった後、日本のロータリアン
との架け橋はなくなってしまいましたが、秋山先生は川
口西RCに所属していて、私を日本に呼んでくださいまし
た。私がいま皆さんの前でお話しできるのは、秋山先生、
近藤先生のおかげです。
　それではバングラデシュについてご紹介いたします。
バングラデシュは南アジアに位置する小さな国です。北
と東西の３方はインドに、南はミャンマーに接し、南はベ
ンガル湾に面しています。国内は７つの地域に分かれて
いて、面積は日本の40%、人口は１億5千万人と、人口
密度の高い国です。公式通貨はTAKA、首都はダッカで
す。私の出身チッタゴンは港があり、ブータンやネパー
ルなど海に面していない国にとっても重要な街です。
食べ物について、魚とご飯がメインでしたが、西洋の影
響で肉も増えてきました。カレーライスが主食で、パンタ
・イリッシュという伝統料理をお正月にいただきます。ち
なみに4月14日がお正月で、日本でもこの前後の日曜に
池袋の西口公園で毎年バングラデシュのお祭りが行わ
れ、さまざまな国の人が5～6000人集まります。
　産業についてですが、第一は衣料品です。世界の中で
も中国に次いで輸出しています。世界のさまざまなブラ
ンドや、日本のユニクロなどの工場もあります。米の生産
も多かったのですが、人口が増えて土地が少なくなって
きています。またエビの養殖も盛んです。電化製品やバ
イクなども作られています。10年前、グローバル社会の
中でＩＴが重要とのことで、政府がデジタル国制作とし
てＩＴのスローガンを出し、ＩＴ関係の仕事も増え、日本
にも大勢のバングラデシュ人がＩＴ関係の企業に勤めて
います。
　自然では、私のいちばん
好きなところでCox Bazar
 Beachという世界一長い
海岸（約125km）があり、
国内トップの観光地として
注目されています。また景
観の美しい湖や滝があり、
心が澄んで、外国人も観光
で来ています。バングラデシ
ュの70％はイスラム教徒で


