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ご協力ありがとうございました‼

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

会長挨拶
本日も笑顔あふれる例会です！

１０月２０日の光が丘ふれあい祭りには、当

念奨学生のＳｈａｋｙａ Ｍａｎｉｓｈ（サッ

クラブから社会奉仕委員会のメンバーを中心

ケ

に１１名で参加させていただきました。天候

ます。マニス君には後ほど卓話をお願いして

に恵まれ、早朝から設営、ポップコーン作り

います。

と楽しみました。売り上げの方は期待ほどで

１０月２４日の世界ポリオデーが終わりまし

は無く、来年以降の継続の際には工夫が必要

たので、皆様にお願いしていた貯金箱の回収

かと思います。売り上げは宮会員を通じて社

も宜しくお願いします。

マニス）君がゲストでいらっしゃってい

会福祉協議会へ寄付させていただきました。
２７日２８日は幕張での地区大会でしたが、
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多くの参加会員で２次回の麗宮飯店まで楽し
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ませていただきました。ＲＩ会長賞を頂けた
のも前年度の功績ですので来年も表彰される
よう皆様頑張りましょう。
今日は地区から国際ロータリー第２７９０地
区 地区米山記念奨学委員会の副委員長 石田
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<本日の卓話>

２０１８学年度ロータリー米山記念奨学生 サッケ・マニス様

皆さん、こんにちは！！！

７月に来日して新しい生活や経験に挑戦しました。ゼロから

本日、皆様から貴重な時間を頂き心から感謝しております。

スタートして二年間くらい日本語学校に通い続けて、やっと

私が皆様の前で卓話をするなんて本当に光栄です。早速、自

日本語を話せるようになりました。日本語学校に通いながら

己紹介をさせて頂きます。わたくしはサッケマニスと申しま

アルバイトも沢山しました。辛い日々や楽しい日々で日本生

す。アジアの光（Light of Asia）デ呼ばれてる釈迦ムニ様

活を過ごしています。

の一族です。ネパールでは小民族の一人です。麗澤大学大学

１年半くらい一生懸命日本語を勉強して、ようやく麗澤大学

院修士課程経済研究科経済学専攻の2年生です。お国はネパー

大学院に進学出来ました。ネパールの経済発展に貢献するた

ルです。所属しているお世話クラブは、松戸東ロータリーク

めに、大学院では経済学を専攻して頑張っています。

ラブです。

私の研究テーマは‘東南アジアにおける日本の外国直接投資

これからネパールについて話をさせて頂きます。ネパールは

(FDI)の分析：ネパールの投資環境を改善へ応用に関する研究

巨大な二つの国、インドと中国、で挟まれてる内陸国です。

`です。簡単に説明するとネパールは、東西南の方向をインド

独特な三角国旗で知られてるネパールなのですが、沢山世界

と、そして北を中国と、世界で最も大きな２つの新興経済大

遺産と高い山で飾られています。沢山の観光地で毎年沢山の

国に挟まれています。ネパールは内陸国で、自然の美しい国

観光客が急増しています。公用語はネパール語なのですが、

です。非常に豊かな多様性を見ることができます。ネパール

色々な民族がいて約１２３の言語で溢れています。生まれも

の持つ、地理的制約を克服するためには、インドと中国とい

初日にも関わらず目が合った度

世界のため社会に貢献出来るように頑張りたいと思います。

“宜しく”を言って頂けて心に響きました。一安心してきっ

‘誰かのために何かを出来る`この意志を持ってこれからの人

とこれからの奨学生人生が楽しく過ごせると思いました。

生も生きていきたいです。奨学生として学んだこと、経験や

第一印象で素敵な方だと思いました。所属している松戸東ロー

体験を社会人になっても繋がりがあると思います。人対人の

タリクラブの第一例会でも駅まで向かえに来て頂けて、そし

絆そしてロータリの繋がりをこの一年間だけじゃなく学友と

て会場で皆様に紹介させていただけ、本当に有難う御座いま

しても継続したいと思います。世界の人ともっと繋がって世

した。さらに、クラブの委員達も暖かく話かけて頂けて、私

界平和のことを広げるために頑張ります。最後になりますが、

は日本で家族が出来ました。毎例会を出る度、美味しい料理

こんなに一流の方々が集まる会で私が参加するのは恐縮です

をご馳走になり皆様と交流が出来て本当に光栄です。

が、学びたいことが沢山あ

６月２３日、小野塚さんのおかげで松戸の祭りにも参加出来

るので是非宜しくお願い申

て楽しくてたまらなかったです。普段出来ない体験を奨学生

し上げます。

になってから出来るようになってるので嬉しいです。ロータ

ご静聴有難う御座います。

リーでの奉仕活動や研修会を積極的に参加したいと思います。
私は将来の夢が沢山あります。出来れば会社を立ち上げて経
営者になりたいです。日本で就職をして得た経験を国に持ち
帰ってネパールの経済を支えてあげたいです。平和や平安の

育ちもネパールのビラトナガルというとっても暑い街ですが、 う高成長経済との関係を利用する必要があります。そうする
工場や農業で豊かです。私の家族は4人です。お父さんは公

ことで、産業発展を強化すれば確実にネパールの経済に利益

務員の仕事をしてましたが、定年退職をしておりまして現在

がもたらされます。しかし、ネパールの経済水準が低いこと

ゆっくりと休んでいます。お母さんは専業主婦で日々頑張っ

から、産業発展を進める上で財源と技術力を動員する能力が

て子供を育ててきました。お兄さんはドバイ免税店の営業担
当の仕事をしています。私は末っ子なので幼少期の頃沢山甘

たくさんの夢を語っていただきました

幹事報告
●米山記念奨学会忘年会2018ご案内

●第2回

限られています。このため、ネパールでは、産業振興を求め

共 催：第2790地区米山記念奨学会学友会、第2790
地区ロータアクト、

日 時
場 所

：2018年11月17日(土)13：00～17：00
： 富山ふれあいコミュニティセンター

られるために外国直接投資（FDI）を誘致することが重要で

第2790地区ロータリー財団学友会

内

：

えさせてもらいました。そして、私がどんな人かを話させて

す。FDIは、先進国や途上国への経済発展にとって極めて重

協 力：第2790地区米山記念奨学委員会

2.現地確認

頂きます。幼少期は小食で身体が弱くて毎月熱を出したり、

要な役割を果たします。本研究の目的は、ASEAN、中国、

3.その他

学校を休んだりしていました。それでも勉強が大好きで様々

インドにおける日本のFDIを調査し、ネパールの投資環境を

日 時：2018年12月1日(土曜日) 17:00.19:00
場 所：グランドMICKEY

な分野を学びました。数学と語学が大好きで塾に通ってまし

改善するための知見を導き出すことです。

参 加 費： 米山奨学生・米山学友: 2,000円、 ロータ

１１月

た。現在では、４ヶ国語―ネパール語、ヒンディー語、日本

留学人生では沢山辛いことがあります。私が持てる夢や意志

アクト＆財団学友: 3,500円
ロータリアン: 5,000円（当日現地にて申し受けます）

１１月１３日（火）通常例会
１１月２０日（火）振替休会

語と英語を話すことが出来ます。記憶がない頃から日本のア

を支えて頂けてる財団法人ロータリー米山記念奨学金に感謝

●【回覧】「ロータリー財団」リソースのご案内

１１月２５日（日）KASHIWAﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ

ニメにはまっていたそうです。特に、ドラゴンボールに夢中

です。奨学生として約４ヶ月になるのですが、在日してる期

●【回覧】「バギオだより」第６９号

１１月２７日（火）通常例会

になっていたらしいです。多数趣味の持ち主でアニメ、漫画、 間の中で、一番思い出や良い経験になっています。こんなに
映画、お酒、料理、クリケットが大好きです。

一流の方々の集まりに参加で来るのは本当に夢のようです。

クリケットは野球と似ていて長広バットでボールを打ちます。 やっぱりロータリは、留学生を経済的だけじゃなく精神的に

容

2018-19年度ＲＹＬＡ委員会会議のご案内

1.自己紹介
A・Bコース
今後の予定

６日（火）通常例会

理事会
サービスランチ

委員会報告
社会奉仕委員会委員長 宮寛会員

１０歳になると、小学校で日本の歴史や経済を勉強し、日本

も支えて頂いてます。

のことをより深く知ることになりました。日本は技術や経済

去年の夏、私が奨学金を受賞することを決意して様々な財団

発展が出来てるアジア唯一の先進国です。このきっかけで日

法人のホームページを巡りました。アルバイトしつつ勉強す

本の文化、歴史や経済を勉強し始めました。

るのは本当に大変です。それを解放するために奨学金はもち

歳を重ねるにつれて身体も元気になってきました。高校生に

ろん役に立ちますが、ロータリは他の財団と違って一歩先ま

なると献血や様々な奉仕活動を積極的に参加しました。

で踏み出してます。人作りを中心に様々な企画や奉仕活動に

皆様にご協力いただきましたポリオ撲滅のための募金ですが、本日回収をさせていただ

もちろん、日本に興味を持ち始めたのは戦隊シリーズのお蔭

挑戦し誰も望んでない平安や平和の世界を立ち上げたがって

きます。ご協力ありがとうございました。集計後、皆様にご報告させていただきます。

でしたが、後々大学に入って経済を勉強すると日本の経済発

います。ロータリー米山記念奨学生として、初日のオリエン

『世界ポリオデー』は終了いたしましたが、広報委員会では今後も不定期で例会でのT

展や技術のことを知りました。ネパールの経済問題及び政治

テーションでネットや人の話で聞いてたロータリの由来、そ

シャツ着用などを行い、広報してまいります。今後もご協力よろしくお願いいたします。

問題を解決するには、私は何が貢献出来るのかずっと悩んで

して目的のことを聞いて本当に感動しました。国籍や性別関

ました。日本みたいに経済発展あるいは先進国の路を従う為

係なく人対人の絆を感じさせられました。グローバル世界を

にネパールも同じく努力をする必要があるのだと思いました。 概念にしているロータリとの印象は何よりも素敵です。
そのきっかけで大学卒業後６ヶ月日本語を学び、２０１４年

そして、カウンセラーの小野塚さんがオリエンテーション

先日の『光ヶ丘地域ふれあいまつり』でのポップコーン販売、お疲れさまでした。
売上金6,300円ですが、柏市社会福祉協議会へ寄付してまいりました。

広報・公共イメージ向上委員会委員長

山口修代会員

米山記念奨学会カウンセラー 森秀樹会員
麗澤大学には、米山奨学生で学友会ができるほどたくさんの学友がいます。
奨学金支援をしている期間だけでなく、その後も交流をはかるためにも学友
会活動に積極的に参加しましょう。

