
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢

(火)、所沢西(火)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

 

 

 

          

第 1277 回 ( 9 月 3 日) 例会の記録 

点  鐘  菊田邦彦会長 

合  唱  国歌斉唱・奉仕の理想 

第２副ＳＡＡ  若松会員 東会員 

 

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 > 

会員数 出席者数 出席率 

21名 14名 82.35 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

菊田邦彦 会長 

 

前回の「身の上話」の続きをさせていただきます。 

 

昨年、稲取温泉の親睦旅行に一緒に行った私の

友人、端山さんをご記憶の方もいらっしゃると思い

ますが、その端山さんの「調べてほしい土地がある」

という依頼がきっかけで、所沢の不動産会社に勤

める事になりました。 

端山さんとは、当時私が通う日大二高と、彼女が通

う新井薬師の文園高校（女子高校）とのグループ交

際からはじまりました。残念ながら友達としての付き

合いでしたが、そのうち家族ぐるみの付き合いにな

り、彼女が居ない時でも家に上がってご飯を食べて

帰ることもありました。高校卒業後もハイキングに行

ったりドライブに行ったり、彼女が玉川上水に自宅

を購入する際にもお手伝したり。。。それからずー

っとなので、妻よりも長い付き合いになります。 

そして今でも親しくしております。 

 

最後に、彼女のお母さんが病気で秋田の病院に入

院した際、とても印象に残った事をお話しします。

高校時代の男友達数人と一緒にお見舞いに行っ

た時、彼女のお母さんが薄化粧をしていたのです。 

男ばかりがお見舞いに来ると聞いて気をつかった

のでしょう。彼女はそんな母親を見て泣き出してし

まったのですが、私は「女性は幾つになっても美し

くいたいという気持ちを忘れないで欲しい」と思いま

した。 

 
 

 

< 寳積英彦 副会長 > 

米山記念奨学生              鄭 晴 様 

 

さいたま欅ロータリークラブ     荒蒔 良和 様 

荒川をはさんで反対側の第

2770地区から参りました。 

地区を超えてのメークアップ

は初めての経験なので、

少々緊張しております。 

どうぞ宜しくお願い致しま

す。 
 

本日のお客様 

 

会長の時間 

ＲＩ会長    シェカール・メータ 

        ＲＩテーマ 『奉仕しよう 

             みんなの人生を豊かにするために』 
地区ガバナー 水村雅啓 

      地区テーマ 『もっと夢を もっと奉仕を』 

 

. 

[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○月 入間○木 入間南○火 飯能○水 日高○火 狭山中央○金 所沢○火 新所沢○火 所沢西○火 所沢東○木 所沢中央○月］ 
 

 

国際ロータリー 

第２５７０地区 

メークアップ 

2021～2022 年度 

週 報 

〔例会場〕ニックス 〒350-1305 狭山市入間川 4-25-3 TEL 04-2954-9595 

〔事務所〕〒350-1305 狭山市入間川１-24-48 TEL 04-2952-2277 FAX 04-2952-2366 

          HP： https://www.schuohrc.org E-mail： schuohrc@p1.s-cat.ne.jp 

 会長 菊田邦彦  会長ｴﾚｸﾄ 渡邉髙治  副会長 寳積英彦   幹事 小林奈保絵 

 

 

 



 
 

米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ 

9月分の奨学金 100,000円をお渡ししました 

 マイさんよりひとこと 
夏休み中はインターシッ
プが無くなってしまったの
で、ずっと家にいました。 
試験の勉強をしながら沢
山遊びました。 
7月上旬に受けた「日本語
能力試験」に無事合格し
ました。 

次は英語を集中して勉強したいと思います。 
就職活動がはじまり、幾つかのホテルにメールしました
が、「新卒採用未定」との返事。。。 
この先も難しい状況ではありますが、皆様から沢山の
応援をいただいていますので、もっと努力して頑張っ
ていこうと思っています。 
どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
❖ 先日、マイさんから女性会員にベトナムの民族衣装
アオザイをプレゼントしていただきました。 
感謝の気持ちを忘れない優しく思いやりのあるマイ
さんにとても感激しました。 
今日はそのお礼に女性会員からマイさんに図書券
を差し上げました。 
“マイさんが自分の夢を叶えられますように！” 
 

 

 

 

 < 小林奈保絵 幹事 > 

・9～10月のプログラムが理事会で承認 

・日本のロータリー創立 100周年の記念史発行 

 

 

回  覧 

・RI日本事務局より「在宅勤務延長のお知らせ」 

・米山梅吉記念館より「賛助会入会のお願い」 

 及び館報 

・ハイライトよねやま 

・バギオだより 

・飯能 RC 入間 RC 所沢 RC 入間南 RCより 

 「例会変更お知らせ」 

 

 

 

 

・親睦活動委員会      < 佐々谷悦子 委員長 > 
 9月記念日のお祝い 

 会員誕生 ········· 大野君 田端君 

 夫人夫君誕生 ····· 田端君 栗原君 江原君 

 結婚記念 ········· 稲見君 

 

 

 

 

■2021-22年度 米山記念奨学委員会卓話■ 

米山記念奨学生 鄭
てい

 晴
ちん

 様 
（世話クラブ： 行田さくらＲＣ） 

 
皆さん、初めましてこんにちは。マレーシアから参りま

したテイチンと申します。今は尚美学園大学の 3年生

です。2017年に来日し、今年で 5年になりました。 

 

マレーシアについて                               
首都クアラルンプールにある

マレーシアのシンボル、ペト

ロナスツインタワーは、高さ

452 メートルの超高層ビルで、

です。 

 

それでは皆さんに 3カ国語

で挨拶をしたいと思います。 
 Selamat pagi dan salam sejatera kepada semua. Nama saya 

Tay Qing. Saya berasal dari Malaysia. 

Hi everyone. My name is Tay Qing. I came from Malaysia. 

 大家好。我的名字叫鄭晴。我来自马来西亚。 

内容は「こんにちは、テイチンと申します。マレーシア

から参りました。」です。 

 

マレーシアは多民族国家で、様々な人種が共存する

国です。マレー人、華人、インド人と少数民族など、

各民族は自分の文化や言葉を持っています。 

マレーシア人として、必ず学ぶ言語は公用語のマレ

ー語。またビジネスシーンでは一般的に英語が使用

されていますので、自分の母国語の他に小学校から

マレー語と英語を勉強します。 

例えば、マレー系はマレー語と英語、中華系はマレ

ー語と中国語（福建語、北京語、広東語などの方言）

と英語、インド人はタミル語とマレー語と英語。といっ

たように、民族の言語に加え英語とマレー語が話せる

人が多く存在します。 

 

ではマレーシアはどこにあるのでしょう？ 

ご覧の通り、シンガポールやタイの近くです。私の地

元はジョホール州で、シンガポールから車で 2時間ほ

どの所にあります。 

マレーシアの面積は 33万平方キロメートル。日本の

面積からだいたい埼玉県 2個分減らしたくらいです。 

人口は約 3千万で、日本の人口の約 4分の１です。 

幹事報告 

委員会報告 

米山記念奨学生へ奨学金の授与 



 
気温は毎日約 33℃、夜は約 28℃で年間を通してほ

ぼ夏と言えます。なので、日本に来た時は、気温に慣

れるまで時間がかかりました。 

 

マレーシアは美食が多いとも言われています。 

まずマクドナルド。皆さんは、国に

よってメニューが異なることをご存

知でしょうか？私が大好きなバー

ガーはとても辛いスパイシーマッ

クデラックスです。 

マレーシア人は辛いものが大好

きで、マレーシアの有名なナシレ

マは、ココナッツミルクで炊いたご

飯と少し辛いサンバルソース、小

魚、ピーナッツ、茹で卵とで食べ

る料理です。 

そしてこれはラクサというココナツ

風味カレーのスープ麺で、地区

によってたくさんな種類がありま

す。 

 

マレーシアの紙幣はとても色鮮やかです。 

 
 

 

 

 

「マレーシアについて」の最後に国歌を歌わせていた

だきます。 

 

最近私が力を入れたこと 
埼玉県国際交流協会の企画に参加し、子供達に国

の紹介をしました。 

まずはじめにアイスブレイクのボタンゲームを行いまし

た。ボタンを塔のように積み重ねて、一番高く積んだ

人が勝ちというゲームです。 

屋外でプロジェクターが使えないので、タブレットを使

ってスライドを見せたり、マレーシアのお金を見せたり

しました。その後「まるばつゲーム」をして、最後は英

語の絵本を子どもたちに読んであげました。 

とても心温まるイベントで私自身癒されました。 

お土産に、ミニトマト、えだまめ、ナスを頂きました。 

 

私の大学は、毎年 10月の下旬に学園祭を行います

が、今年は残念ながらオンラインになりました。 

ホームページに、生徒の動画、写真、作品などを載

せる予定でしたが、それだけではつまらないと思い、

国際交流会のメンバーに相談したところ、「バーチャ

ル SNS」という案が出ました。アバターを作り、ゲーム

のように遊べる仮想空間です。ほかのアバターと交流

し合うことも可能です。 

これはまさにコロナの中でしかできない新しいコミュニ

ケーション方式だと思い、この企画を国際交流会の中

だけでなく全大学でやりたいと考えました。 

7月、サークルや実行委員会、学校の担当者を集め

たプレゼンテーションにこの企画を出し、8月にみごと

承認されました。現在、私は最高責任者として全体の

管理を行っています。10月まで 2か月もないので、本

当にできるかとヒヤヒヤしていますが、たくさんの協力

者が集まり、今は順調に作業が進んでいます。 

 

さらに私は「バーチャルで繋ぐ」というキーワードで、あ

るプラットフォームを作って活動しています。 

コロナは観光業に大きな影響を与えています。 

バーチャルツアーを企画している旅行会社で、私は

翻訳プラス司会進行役をしています。 

マレーシアのロータリー米山学友会もバーチャルツア

ーを行いました。当時は青森県弘前市で、私が当時

の司会進行役をしました。 

そこからさらに進み、地方の観光協会とつないで、一

緒にイベントを作ることになりました。 

現在は「TSUNAGARU つながる」というプラットフォー

ムを作りました。テーマは ANIMATION+TOURISM ア

ニメ観光で、Zoom と Facebook Live を通じて、あまり

知られていない日本の地方の紹介を行いました。 

 

最近では夏をテーマにしたキャンプイベントを行いま

いした。私は実際に奈良県の柳生町に行き、この目

でその美しさを見てきました。有名な朴葉寿司も食べ、

剣聖の里にも行ってきました。 

ここには「一刀石」という有名な観光スポットがあります。

伝説では、大きな石を柳生宗矩が刀で真二つに切っ

たと言われています。最近流行りのアニメ、鬼滅の刃



のシーンにそっくりですね。一時、この一刀石も S N S

上で話題になってました。 

 
 

このように、今は観光協会と連携しながらいろいろ活

動しています。まだ一つのところだけですが、もしこれ

から機会があれば、ほかのところでもこのようなイベン

トができればいいと思います。 

 

 

菊田邦彦会長・渡邉髙治会長エレクト 

新狭山ＲＣと共に小谷野剛狭山市長を訪問 
（8月 18日） 

名誉会員の推戴状をお渡ししました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま欅 RC(第 2770地区)荒蒔良和様 

     狭山中央ロータリークラブの皆様こん

にちは。さいたま欅ロータリークラブ

の荒蒔でございます。本日は宜しくお

願い致します。 

菊田君  米山記念奨学生鄭晴さん、そしてメイ

クアップにさいたま欅 RC荒蒔様、よう

こそいらっしゃいました。皆様、雨の

中コロナの中例会出席ありがとうござ

います。 

小林君  留学生のテイチンさん、けやき RCの荒

蒔さん、ようこそおいで下さいました。

大歓迎です。天候不順の折、感染症の

終息もままならない中、どうぞ皆様ご

自愛下さい。 

浜野君  米山記念奨学生鄭晴さん、本日の卓話

楽しみに来ました。宜しくお願い致し

ます。さいたま欅ロータリークラブ荒

蒔良和様、ようこそお越し下さいまし

た。宜しくお願い致します。 

寳積君  久しふりの会合、皆様お元気そうで何

よりです。さいたま欅ロータリークラ

ブ荒蒔様ようこそおいで下さいました。

米山記念奨学生テイチンさん、卓話楽

しみにしております。 

栗原君  妻の誕生日を祝っていただきありがと

うございます。70 才を越しましたが、

まだまだ先頭を走っています。 

柴田君  米山奨学生のテイチンさん、私達クラ

ブにようこそ卓話に来ていただきあり

がとうございます。宜しくお願いしま

す。 

田端君  こんにちは。米山記念奨学生鄭晴様、

本日ようこそお越し頂きました。日本

はなれましたか。お話し楽しみにして

おります。 

田端君  ありがとうございます。主人公男さん、

私都女子が同じ月であり、大変経済的

に出来ております。誕生日のお祝いあ

りがとうございました。 

渡邉君  米山記念奨学生テイチン様、コロナ禍

の中、狭山中央ロータリークラブへお

越し頂き有難うございます。本日の卓

話を楽しみにしておりました。どうぞ

宜しくお願い致します。又、メイクア

ップさいたま欅ロータリークラブ荒蒔

良和様、ようこそお越し頂き有難うご

ざいます。 

 

 

 

 9月の例会開催について 

9月 3日を除き取り止め 

 10月、11月のプログラムについて 

承認 

 2020-2021年度決算報告 

承認 

 11月の親睦旅行について 

候補地：岐阜県新平湯温泉 

時期：状況をみて 9月末に日程を再検討 

 来期「創立 30周年」について 

パスト会長による準備委員会の立ち上げ 

 

◆ 次の例会 ◆ 
   10月 8日（金）  

 第 2 副 SAA：栗原会員 宮岡会員 

 外来卓話：狭山市都市建設部次長兼都市 

      計画課入曽駅周辺整備担当課長 

      伊藤敦朗様 

10月 15日（金） 

 例会取り止め 

10月 22日（金）  

 第 2 副 SAA：守屋会員 沼﨑会員 

 外来卓話：ひまわり倶楽部代表  

      井島美由紀様 

定例理事会（例会終了後） 


