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今週のプログラム 

「私の歩んできた道」 

藤田観光㈱ 名誉総料理長 村田 眞吾様 

前回例会報告（１０月６日） 

点 鐘： 石毛 充会長 

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

ビジター紹介： 
米山奨学生 ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾅｰﾔｶ ｼｮﾊｰﾝ ﾏﾙｳｨﾝﾀﾞﾔｽ様 

（奨学金交付・卓話） 

会長挨拶 

皆さんこんにちは。お久しぶりです。この例会

場でお会いできるのは 2 ヶ月ぶりですね。先月

末まで出されていました感染予防対策等の緊急

事態宣言がすべて解除され、ニュース報道では

各地で大勢の人出が見られましたが、まだ行動

には慎重にならないといけません。また、先日の

台風 16号の接近で、銚子市で最大瞬間風速 41.8

メートルを観測されました。皆様、被害は大丈夫

だったでしょうか。近年大型の台風が多くなっ

ています。自然の力は大きな脅威であり、想定外

の事態が起こる可能性は大きいです。不測の事

態にも臨機応変に対応できるよう、普段から心

構えをしておきたいものです。充分注意しまし

ょう。 

始めに今月は米山月間です。本日卓話をお願

いしています米山奨学生バンダーラナーヤカシ

ョハーンマルウィンダヤス君。この後卓話、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

さて今月は衣替えの月です。当クラブもネク

タイ、ジャケット着用とさせていただきます。皆

さんもご存知かと思いますが、衣替えはもとも

と中国の習慣と言われ、日本に伝来したのは平

安時代の頃のようです。江戸時代になると季節

が変わるごとに着物の綿入れ、綿抜きと仕立て

直しが行われ、明治時代からは年に 2 回となり

現代の習慣となったとのことです。今は地球温

暖化防止対策として、快適に過ごせるよう工夫

した 『クールビズ』が生まれ、さらに東日本大

震災をきっかけに節電を徹底するため『スーパ

ークールビズ』も実施されています。現代では、

衣替えをする人は減少傾向にあるようです。理

由は繊維技術の発達によるもので、季節を問わ

ず着られる便利な服が増えてきたことが要因だ

と思われます。改めて季節の変わり目に合わせ、

手持ちの洋服のチェックをして似た服を買って

しまうことがない様に心がけたいです。タンス

やクローゼットの整理にも繋がると思います。 

個人的に衣替えは、ぜひ取り入れていきたい習

慣です。 

それでは今週の活動報告を致します。先週 30

日に薄暮時街頭監視が行われました。銚子大橋

交差点で小雨が降る中、淵岡社会奉仕委員長を

始め 6 名の参加をいただきました。お疲れ様で

した。また、10月 1日に台風による暴風雨の中、

第 8グループ会長幹事会が行われました。 

最後になりますが、私は先週の木曜日に 2 回目

のワクチン接種をしました。色々と副反応の情

報を聞いていて不安だったのですが、腕が少し

痛いだけで済みホッとしました。皆さんも、ワク

チン接種を済まされたかと思います。今後の例

会開催には感染予防対策を徹底して参ります。 

宜しくお願い致します。 

第 4回定例理事会報告 

１）10月 11月 12月プログラムの件   …承認 

２） 9月 29日決算報告の件       …承認 

３）世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ祈願ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの件     …承認 

４）工藤新入候補者の件         …承認 

５）地区大会決議案の件         …承認 
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次々年度役員指名の件 

銚子ＲＣ細則第３条・第１節 

指名委員会設置の件…会長一任 

指名委員会委員（Ｐ会長・現会長・次年度会長） 

☆指名委員長 島田会員 

松本会員・金島会員・宮内秀章会員・田中会員 

石毛会長・髙瀬会員 

幹事報告 

1. 世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ・祈願ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ広報よりお願い 

2. 2020-21年度ガバナー月信合本 

3. 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団学友 50周年記念行事の案内 

4. 2021 年 10 月地域社会の経済発展月間及び

End Polio Nowリソースのご案内 

5. ガバナー月信10月号(データ版) 

6. 日本事務局在宅勤務・友事務所運営のお知

らせ 

7. 2021年 10月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ１ドル＝112円 

8. 地区大会決議（案）の送付のご案内 

…ガバナー事務所 

9. ロータリー情報研究会のご案内 

…第 8グループガバナー補佐神﨑薫様 

10. 10/10オンライン茶話会サロンについて 

…銚子市国際交流協会 

【例会変更】 

佐原ＲＣ 

10 月 28日(木)休会 地区大会振替の為 

会員の記念日 

結婚記念日 常世田祐一会員(10月 5日) 

創業記念日 廣瀬 修一会員(10月) 

ニコニコＢＯＸ 

✧寺内忠正会員 

弊社にて今回、国際規格 FSSC22000 を取得認定

いただきました。 

✧多部田恵子会員 

先週は卓話をさせていただきありがとうござい

ました！ススキと美味しいお饅頭もありがとう

ございました！ 

米山奨学生卓話  

 バンダーラナーヤケ ショハーン  

マルウィンダヤス様 

皆さんこん

にちは。今日は

皆さんの前で

私のことにつ

いて卓話をさ

せていただく

機会をいただ

きありがとう

ございます。今

日の卓話で自

己紹介と国紹介、大学生活と研究，米山奨学生で

出来事，について卓話をさせていただきます。 

１．自己紹介と国紹介 

 私は千葉科学大学，航空技術危機管理学科４年

生のバンダーラナーヤケショハーンマルウィンダ

ヤスと申します。バンダラナーヤケダヤスは名字

です。名前がとても長いので先生と友達はショハ

ーンやションと呼ばれているので皆さんも良かっ

たらショハーンと呼んでください。年齢は２６歳

です。趣味はサッカーをすることと映画をみるこ

とです。映画の中でアクション映画がとくに好き

です。私の家族は両親と兄と妹の五人家族です。父

はビジネスマンです。車の貸し出し（レンタルカ

ー）をやっています。母は専業主婦です。兄はシェ

フです。妹は高校生です。中学校から高校学校まで

St.peter`s college Colombo 04 で勉強をしていま

した．中学校から高校学校までサッカーをやって

いました。 

出身地はスリランカのガンパハです。ガンパハは、

スリランカの西部州（せいぶしゅう）ガンパハ県の

都市（とし）である。スリランカの最大の都市コロ

ンボの北東（ほくとう）に位置する。ガンパハ町の

面積は 64 km²です。ガンパハでは、夏は長く、暑

く、年間を通じて蒸し暑いです。 1 年を通して、

気温は 22°C から 33°C に変化しますが、20°

C 未満または 35°C を超えることはありません。

ガンパハにおける年間で最も多い降雨量（こうり

ょう）は、11月 2日を中心とする 31 日間であり、

平均合計降雨量は 232 ミリメートルになります。

最も降雨量が少ないのは 2 月 13 日を中心とする

期間で、平均降雨量は 44 ミリメートルになりま

す。 

 スリランカで走っている車の約60％が日本車で

す。私の父も日本車に乗っていました。車のマニュ

アルは日本語でした。図解があるマニュアルをみ

て日本の文字を不思議だな、面白いなとおもって

いました。これが私の日本との最初の出会いです。

高校を卒業後、外国へ留学したいと思いました。日

本は高度な科学技術を持ち、経済的に発展してい
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る国と子供頃から日本の文化や文字に興味があっ

たきっかけで、日本に留学することに決まりまし

た。2016年 04月日本に来てから、千葉科学大学の

留学生別科で日本語を勉強始めました。日本に来

たばかりのころのことをまるで今でも覚えていま

す。日本語がうまく話せなくてとても苦しかった

んですが、先生や日本語学校仲間たちにいろいろ

と助けてもらいまして日本語がだんだん話せるよ

うになり、日本の生活にもなれました。アルバイト

を探すこともとても大変でしたが諦めずに頑張り

ました。それで日本に来て最初のバイトとして銚

子駅前の居酒屋で働くことができました。今年の 9

月に 4 年間になりますが今も銚子駅前の居酒屋で

働いています。 

国の紹介 

スリランカは南アジアの島国です。ベンガル湾

（わん）の南西とアラビア海の南東（なんとう）に

あるインド洋に位置しています。首都はコロンボ

です。スリランカは 北海道より少し小さい島国で、

その島の形から「インドの真珠（しんじゅ）」「イン

ドの涙（なみだ）」とも言われています。時差（じ

さ）は日本より 3 時間 30 分遅れ、人口は約 2027

万、公用語（こうようご）はシンハラ語、タミル語

です。首都はコロンボです。昔、スリランカは ポ

ルトガル や オランダ 、そしてイギリスの植民地

（しょくみんち）でした。1948年 02月 04日にイ

ギリスから「セイロン」として独立しました。スリ

ランカで、シンハラ人、タミル人とムスリム人がす

んでいます。主な文化としてシンハラ人の文化と

タミル人の文化があります。シンハラ人は仏教と

キリスト教、タミル人はヒンドゥー教、ムスリム人

イスラム教とスリランカで宗教が４つにわかれて

います。シンハラ人とタミル人の中で牛肉食べな

い人が多いです。ムスリム人は豚肉を食べないで

す。他の肉食べていますが食肉であればイスラー

ムの戒律に従い屠殺されたものが ハラール肉で、

ムスリムはこのハラール肉以外は食べられないと

言われています。 

大体スリランカ人皆んなの名前が長いです。基本

的にはシンハラ語の名前には、2 つまたは 3 つの

部分が含まれる場合があります。1つ以上の名前と

苗字です。例えば私の名前はシンハラ語で書くと 

17 文字でも英語で書くと 29文字になってしまい

ます。シンハラ語でそんなに長くないけど他の語

で書くと長くなってしまいます。 

英語のアルファベットは26文字で構成されていま

すが、私たちのアルファベットは 56文字で、13個

の母音（ぼいん）と 43個の子音（しいん）があり

ます。 ですから、非常に多くの英語の文字を混ぜ

合わせずに、実際に聞こえる方法で単語を書くこ

とはかなり困難です。 

ෂ ොහොන් මර්වින් ඩයස් බණ්ඩොරනොයක  17 文字 

shohan mervin dias bandaranayake  29 文字 

ショハーン マルウィン ダヤス バンダーラナーヤ 

ケ 22 文字 

スリランカは同じ名前がある人は日本と比べたら

少ないです。 

２．大学生活と研究 

 2016 年 04 月から 2018 年 03 月まで留学生別科

で日本語を勉強しました。色々な国の人と同じク

ラスで日本語を勉強するのはとても楽しかったし

いい思い出にもなりました。私のクラスでブラジ

ル人、ベトナム人，韓国人，中国人がいました。

色々な国の文化や社会のことも勉強になりました。

私はサッカーがとても好きでブラジルはサッカー

が代表する国だしブラジル語もとても好きなので

別科の多く時間がブラジル人と過ごしました。別

科の時あったスピーチ大会にも参加することが出

来ました。自分が人の前で話すのがあまり得意で

はないし今まで母国にいた時スピーチ大会に出た

ことも無かったので自信が無くてあまりやる気が

なかったけど先生方が[ショハーンくんスピーチ

大会出てね] [頑張れば出来るよ]といつも応援して

くれたので加計学園第 8 回スピーチ大会に千葉科

学大学代表で出て最優秀賞になることができまし

た。今日まで自分がスピーチ出来ないと思ってい

たことがただの緊張感だけだと自分にも分かりま

した。その後 B-COM スピーチ大会にも出て最優

秀賞になることが出来ました。これが別科の時の

忘れられない思い出にもあります。年に一回クラ

ス皆でそれぞれ国の料理作って持って来て食べる

行事がありまして人生今まで食べてない美しい料

理も食べることが出来ました。別科の時皆で行っ

た箱根，研修旅行もとても楽しかったです。一泊旅

行でしたが，Fuji-Q Highland 富士急ハイランド

や Owakudani 大涌谷を見てとてもびっくりしま

した。大涌谷から見える富士さんがとてもきれい

でした。優しい先生方の指示に従って日本語を勉

強しながら日本文化や社会のこと 2 年間、勉強す

ることが出来たので千葉科学留学生別科に留学し

たことはとても良かったと思います。あっという

間に別科の 2 年間終わってしまいました。この 2

年間で日本語，日本文化，日本社会のこと勉強をし

て今の自分がここに皆さんの前で立って話をする

まで成長をしています。別科の先生方のおかげで

す。心から感謝してもしきれないです。  

2018 年 04 月に特待生として大学に入学できま

した。大学では、発表やレポートなどが多くなり、

大変なこともたくさんあってあきらめようと思っ

たこともありました。でも先生と学科の仲間の世

話にもなり、無事に乗り越えました。今は４年生

で、卒業研究をやっています。研究テーマは CIS

風洞を用いた翼性能実験における誤差要因の究明

です。研究について本学では、翼の空力特性を理解

することを目的として、風洞を用いた学生実験が

行われています。実験で用いられる翼型は、世界的
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に広く知られている NACA4412 である。しかし、

学生実験で得られた結果は、NASA が公開してい

る翼性能データと異なった傾向を示し、その原因

も明らかになっていない。また、毎年同様な結果が

得られるため、実験装置や実験方法に原因がある

のではないかと考えられてきた。そこで、本研究で

は、NASA のデータと CIS 風洞を用いた実験より

得られたデータの比較を行う。さらに、重合格子法

を用いて風洞内流れ場の数値的な再現を試みたい

と思っています。 

3.就職活動 

3社から内々定をいただきました。 

I.メイティックフルダーズ株式会社(設計開発エ

ンジニア) 

II. 山九株式会社 

III.協同工芸株式会社 

新型コロナウィルスの影響で説明会，適性検査，技

術試験(学科試験)，面接がすべて遠隔(オンライ

ン)でやりました。     

４．米山奨学生で出来事 

米山奨学生になったことはとても嬉しく感じて

います。今年は奨学生になってから２年目です。例

会や奨学生の行事に参加することで日本人や色々

な国の人との交流や日本文化などを体験すること

もできています。今年は新型コロナウィルスの影

響で行事が中止になったことで他の奨学生とロー

タリアンの皆様と交流が出来てないことはとても

悲しいです。米山奨学生になってから 2 年目の自

分を見たら，皆の前で話すことや人との交流する

ことや理解能力が大きく変わっていると感じます。

米山奨学生になった 1 年目のとき例会で皆の前で

話すことがとても緊張しましたが世話クラブの皆

様はいつも“今日の近況報告を楽しみにしていま

す“ “良くできたよ“ “頑張ってね“といつも家

族のように励ましてくれたので今の自分は毎月の

例会に出席してカウンセラーとクラブの皆様と話

すことがとても嬉しいです。奨学生の 1 年目のこ

とを丸で今も覚えています。最初の例会、カウンセ

ラーとロータリアンの皆様と一緒に行った外食、

奨学生セミナー、研修会、去年の 10月皆で行った

勝浦研修旅行などです。新型コロナウィルスの影

響でアルバイトも出来なくなって収入が大幅に減

って日本での生活がとても大変になったけど，奨

学金を頂いた

お陰で乗り越

えることが出

来ています。

安心して大学

の研究や就職

活動に集中す

ることが出来

たのでロータリアンの皆様に心から感謝を申し上

げます。本当にありがとうございました。これから

も行事がたくさんあると思います。ぜひ参加して

いろいろ体験をしたいと思っています。このよう

な色々な経験は普通の留学生活ではなかなかでき

ないので、とてもきちょうなそんざいだと思って

います。ロータリアンの皆様に心から感謝を申し

上げます。本当にありがとうございました。 

 

委員会報告 大里忠弘クラブ研修・情報委員長 

ロータリーの友 10月号読みどころ紹介 

横組み  

P5  R I 会長メッセージ  

入会した当時、インドの農村に奉仕するプロジェ

クトに参加し、奉仕の力を発見し、「奉仕は地球で

暮らすための使用料である」という信条を持った。  

力を合わせれば、みんなの人生を豊かにするため

に奉仕することができる。  

P11～ 今月は米山月間であり、ロータリー学友参

加推進月間 米山記念奨学会の歴史から米山梅吉

記念館について、また、学友の投稿など  

P36、P45  10 月 24 日 世界ポリオデー  

縦組み  

P9 この人訪ねて  

元、タカラジュンヌが、創業明治 26 年カリカリ梅

で有名な漬物メーカーの社長になっていた  

P18 友愛の広場  

米山記念奨学会について、当初、東南アジアからの

経済的に困窮している留学生が対象であったもの

が、'06 年制度改変により「将来日本と世界を結ぶ

懸け橋となる人材の育成」が目的となった。 

今一度、設立の原点に戻るべきではないか 

【出席報告】  

会員総数 ３９名  出席計算 ３６名  

出  席 ２７名  欠  席  ９名  

出 席 率  ７５．００％ 

欠席者：廣瀬君・飯島君・木曽君・大岩君 

櫻井(公)君・信太君・鈴木君・吉原君 

高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】 なし 

【ニコニコ】 

 

 

ニコニコ BOX ￥21 ,000 計 ￥130,000 

スモールコイン ￥ 2，700 計 ￥  8,000 

米山 BOX ￥  ― 計 ￥  5,000 

希望の風 ￥ 24,050 計 ￥ 44,050 

次週（１０月２０日）プログラム 

「クラブ例会欠席 ９年間の言い訳」 

  伊藤 浩一会員 

お弁当：山水(ちらし) 

 

 

 

 


