
・点　鐘　髙橋会長
・黙　祷　神田康夫会員ご逝去４／８

髙橋会長：タブレットを持って入院され、「これからはイン
ターネットの時代だ」というようなお話をされていまし
た。配信を併用したＩＭが盛会裏に出来た事は神田（康）
実行委員長が緻密な企画書を作って下さったお蔭です。

・ソング　英語版ロータリーソング　四つのテスト
・ビジター（和光）大澤 衛様
　　　　　　　ロータリー米山記念奨学委員会アドバイザー

・卓　話　ウムルザコバ・オイホン様

【会長報告】
　周年記念誌の電子データ化が（株）ブラウズの協
力により完了し、公式ＨＰ上「飯能ＲＣ図書室」から
ご覧頂けます。５／２８・２９「飯能新緑ツーデーマー
チ」が３年振りに再開。メータＲＩ会長が提唱される
複数のＲＣが共同し、参加者の２５％以上がロータ
リアン以外というロータリー奉仕デーの活動とし
て参加する事を現在理事会で承認手続き中です。
◎米山功労賞マルチプル（３回目）：島田秀和会員
　感謝状を贈呈します（拍手）。
◎地区大会に３０年以上にわたり連続出席：
　　　　　　　　　 半田 武会員　中里昌平会員
　表彰状です。おめでとうございます（拍手）。

【幹事報告】
　第１０回理事会議事録、６月のプログラムを配付。
理事・役員に第１２回理事会のご案内を配付。

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　　　沢辺君
　この度、私（沢辺瀞壱会員）が財団に寄付させて
頂きました。次に髙橋弘会長が予定されています。
年度当初の木川一男、土屋崇パスト会長を含めて
計４人となります。どうぞよろしくお願いします。
◎会報・広報委員会　　　　　　　　　　福島君
　第３００７例会の会報で新入会の秦会員と原島会
員の写真が逆になってしまいました。お詫び申し
上げます。
◎次年度会長　　　　　　　　　　　　矢島（高）君
　次年度「地区研修協議会」は５／７（土）に変更。対
象の方には改めてご連絡させて頂きます。

【セミナー報告】
◎地区研修委員会　　　　　　　　　　　小川君
　４／１７（日）国立女性教育会館「研修セミナー」。入
会３年未満の会員に、１）ロータリー理念の変遷、
２）シェルドン語録、３）クラブ運営についての
定款・細則の理解、の３講演が行われ、２）は不肖
私が説明しました。５０名程の出席で、当クラブ
からは中川、永安寺会員にご出席頂きました。

【出席報告】無届欠席２　　　 中川出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
４／１７（地区）小川君、中川君、永安寺君

【ロータリーの友】　　　　　　 伊澤雑誌委員長
「４月号」母子の健康月間。横組Ｐ８、男性の育児
への参入が日本の母子健康に求められています。
Ｐ１４、女性会員は世界では約２３％、日本では７％。
入会後ＲＣのイメージが良くなったという人が５４
％。Ｐ３９、財団がウクライナでの直接的人道支援の
窓口を設置。ポリオは２０２２年１・２月にアフガニ
スタンで１名発症。縦組Ｐ１９、子ども食堂、等。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・本日は米山学友のオイホンさんと伺いました。
　よろしくお願い致します。　（和光）大澤衛様
・結婚記念日お祝い有難うございます。吉田（健）君
・欠席が続きましたがだいぶ健康になって参りま
　した。またよろしくお願いします。　　安藤君
・本日配付の広報にて新入会員さんの写真を入れ
　違えるという校正ミスをしてしまいました。以後気
　をつけますがよろしくお願いします。　福島君
・和光ＲＣ大澤様、飯能へようこそ。オイホンさん
　卓話よろしくお願いします。　　　　　都築君
・大学４年砲丸娘、日本学生個人選手権２連覇で
　す！　　　　　　　　　　　　　　　大野（康）君
本日計１３，０００円、累計額７０７，０００円。
◎１１日例会当番は鈴木（勝）、坂本（厚）会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　都築米山記念奨学委員長
　米山記念奨学生（世話クラブ：和光ＲＣ）として
東京国際大学で経済学を修め、先月卒業されました。
ウズベキスタンのアサカ市生まれ、２４才。趣味は
言語習得。現在、ウズベク語・ロシア語・英語・日本
語・トルコ語の５か国語を話されます。２０１９年３
月に結婚。夫君も学友（元米山記念奨学生）でウズ
ベキスタン人。都内に勤務。昨年、ご子息が誕生。
来年は就職活動して日本で働きたいとの事です。
　

　皆さんこんにちは。日本に来て、日本にも「アサカ」
という町があってビックリしました。大学は経済
学部ビジネス経済学科で学び、また、趣味というよ
り将来役立つと思い、いろんな言語を勉強しました。
大分のＲＣでお世話になった夫は現在総合商社で
働いております。息子が生まれて生活がほんとに
変わり、今、私は親として頑張っております。
　２０１８年３月に来日。日本を選んだ理由の１つは

「おしん」。母国では毎年放映され、子どもの頃から
見ていました。２つ目は姉の留学。２０１２年に立命
館アジア太平洋大学で学んだ姉の話から日本は留
学するのに素晴らしい国だと思いました。３つ目
は日本が先進国で安全で経済発展された国である
という事。授業料の５０％の割引も頂きました。
　日本で驚いたのは、丁寧で優しい「接客」です。
靴屋さんで跪いて接客され素晴らしいと感じまし
た。そして「マナー」。きれいに並んで電車を待ち
降りる人が出てから乗る。素晴らしいと思いまし
た。「ごみの分別」には大ビックリ。こんなシステム
が母国で出来たら良いなと思います。
　日本でまず困ったのは「日本語」。来日前はひら
がな、カタカナ位しか勉強していませんでした。
次が「食事」。私はムスリムで、ハラール食以外食べ
られません。日本でハラール食を見つけるのは大
変で、いつも弁当を作って大学に行きました。物価
は１０倍位高いです。コミュニケーション能力も
低かったのでホームシックを感じました。
　東京国際大学を選んだ３つの理由。１つは、約
６０か国からの留学生が居て国際的な環境が素晴
らしい事。そして、英語で勉強しながら日本語も
学べる事。留学生は日本語学校で２年位勉強した
後で大学に入るのが普通ですが、直接入って日本
語も勉強出来る事が素晴らしいと思いました。最
後は、卒業後の就職です。東京国際大学は東京に
近く、就職するのに良い所だと思いました。
　大学では勉強以外にもいろいろな活動に参加し
ました。まずは、オープンキャンパスの活動。入
学希望の学生と親を案内し、留学生を代表して質
問に答えたりしました。English PLAZAでは日本
人の学生達に英会話を教えました。そして、運動

会。年１回の国際フェステ
ィバルは、留学生がそれぞ
れ自分の国を紹介したり、
伝統的な服装、料理等をす
るものです。あと、日本の
小中学校で自国を紹介し、
意見交換したりしました。
これらの活動を通して私の
日本語も良くなり、異文化
理解、チームワーク力も高
められたかなと思います。
　ロータリー米山記念奨学

生になって経済的な支援を頂いたお蔭で無事に卒
業する事が出来たと思います。
　ウズベキスタンは中央アジアの真ん中に位置し
面積は日本とほぼ同じ。１９９１年９月１日にソ連か
ら独立しました。人口は約３０００万人。言語はウズ
ベク語。世界で２つしかない「二重内陸国」の１つ
で、海に出るのに２つの国を越えなければなりま
せん。もう１つはリヒテンシュタインです。主な
輸出品は金、石油、綿、フルーツ、ナッツ等。輸
入品は自動車関連等の工業製品、鉄等。輸出相手
国はロシア、中国です。
　国旗・国章は１９９１年制定。鳥は平和、三日月はイ
スラム教の大切さを意味します。信教は自由です
が約９０％はムスリム。イスラム教には「５つの柱」
アッラーの他に神はないと信じる事、日に５回の
礼拝、寄附（喜捨）、ラマダーン月の断食（今がラマ
ダーンです）、メッカに行く事、があります。
「ハラール」はイスラム法で許された項目の意で
食品にはマークが付いています。豚肉、アルコー
ルが入っていないものです。
　首都タシュケントの「ナヴォイ劇場」は１９４４年
に日本人捕虜によって建てられました。１９６６年、
地震で街の半分が倒れた時、劇場はそのままで、
日本人のやり方は素晴らしいと皆が言いました。
古都サマルカンドの「レギスタン広場」（１５世紀）。

「ブハラ」「イチャン・カラ」世界遺産の綺麗な街です。
　ウズベキスタンの伝統料理「ピラフ」は手で食べ
ます。ＢＢＱのような「シャシュリク」。「ナン（Non）」
はパン。「サモサ」ミートパイ。２０１７年、５０人のトッ
プシェフが７０００㎏超のピラフを作り、ギネス世
界記録になりました。美味しかったです。
　奨学生に選ばれた事は誇らしく、いろいろな活
動に参加しながら日本文化、日本社会におけるマ
ナー、お互いを尊敬する事、責任感、時間管理等を
勉強するチャンスがありました。ロータリアンの
素晴らしい方々と出会い、貴重なネットワークを
作る事が出来たかなと思います。優秀な学生とも
友達になって本当に嬉しいです。社会に貢献した
いという気持ちも強くなってきたと思います。
　赤ちゃんが生まれて就職活動を止めましたので
来年から改めて活動して日本で就職したいです。
私にはウズベキスタンと日本の架け橋になる夢が
あります。ビジネスを勉強したので、ビジネスを自
分で始め、それを通して多くの人々の幸せに貢献
したい。人々に役に立つ人間になりたいです。ＲＣ
は本当に素晴らしく、母国でもＲＣを設立したい
と思います。ご清聴有難うございました。
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人の学生達に英会話を教えました。そして、運動

会。年１回の国際フェステ
ィバルは、留学生がそれぞ
れ自分の国を紹介したり、
伝統的な服装、料理等をす
るものです。あと、日本の
小中学校で自国を紹介し、
意見交換したりしました。
これらの活動を通して私の
日本語も良くなり、異文化
理解、チームワーク力も高
められたかなと思います。
　ロータリー米山記念奨学

生になって経済的な支援を頂いたお蔭で無事に卒
業する事が出来たと思います。
　ウズベキスタンは中央アジアの真ん中に位置し
面積は日本とほぼ同じ。１９９１年９月１日にソ連か
ら独立しました。人口は約３０００万人。言語はウズ
ベク語。世界で２つしかない「二重内陸国」の１つ
で、海に出るのに２つの国を越えなければなりま
せん。もう１つはリヒテンシュタインです。主な
輸出品は金、石油、綿、フルーツ、ナッツ等。輸
入品は自動車関連等の工業製品、鉄等。輸出相手
国はロシア、中国です。
　国旗・国章は１９９１年制定。鳥は平和、三日月はイ
スラム教の大切さを意味します。信教は自由です
が約９０％はムスリム。イスラム教には「５つの柱」
アッラーの他に神はないと信じる事、日に５回の
礼拝、寄附（喜捨）、ラマダーン月の断食（今がラマ
ダーンです）、メッカに行く事、があります。
「ハラール」はイスラム法で許された項目の意で
食品にはマークが付いています。豚肉、アルコー
ルが入っていないものです。
　首都タシュケントの「ナヴォイ劇場」は１９４４年
に日本人捕虜によって建てられました。１９６６年、
地震で街の半分が倒れた時、劇場はそのままで、
日本人のやり方は素晴らしいと皆が言いました。
古都サマルカンドの「レギスタン広場」（１５世紀）。

「ブハラ」「イチャン・カラ」世界遺産の綺麗な街です。
　ウズベキスタンの伝統料理「ピラフ」は手で食べ
ます。ＢＢＱのような「シャシュリク」。「ナン（Non）」
はパン。「サモサ」ミートパイ。２０１７年、５０人のトッ
プシェフが７０００㎏超のピラフを作り、ギネス世
界記録になりました。美味しかったです。
　奨学生に選ばれた事は誇らしく、いろいろな活
動に参加しながら日本文化、日本社会におけるマ
ナー、お互いを尊敬する事、責任感、時間管理等を
勉強するチャンスがありました。ロータリアンの
素晴らしい方々と出会い、貴重なネットワークを
作る事が出来たかなと思います。優秀な学生とも
友達になって本当に嬉しいです。社会に貢献した
いという気持ちも強くなってきたと思います。
　赤ちゃんが生まれて就職活動を止めましたので
来年から改めて活動して日本で就職したいです。
私にはウズベキスタンと日本の架け橋になる夢が
あります。ビジネスを勉強したので、ビジネスを自
分で始め、それを通して多くの人々の幸せに貢献
したい。人々に役に立つ人間になりたいです。ＲＣ
は本当に素晴らしく、母国でもＲＣを設立したい
と思います。ご清聴有難うございました。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

田 辺 君
土 屋 君

［会長エレクト］

［会長・幹事］

都 築 君
鳥 居 君クラブ協議会

クラブ協議会

卓話「次年度に向けて」

例会取消（コロナ感染防止対策）

例会取消（コロナ感染防止対策）

矢島高明会員飯能ＲＣ会長エレクト

【結婚・誕生日祝】【四つのテスト】
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斗 光 君
内 沼 君

［会長・幹事］

（ 月間テーマ　親睦活動月間 ）

日本に留学して思うこと
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