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 《会報編集委員》岡本真理子・関 征啓・小澤盛明・平野崇広 社会奉仕基金 3,778円 

 吉田俊一 会員 

妻の誕生日祝い 

ありがとうございます。 

お陰様で元気に 

過ごしております。 

 平田洋一 会員 Ｓ．３７．１１．２２生 

カーネルサンダースがＫＦＣ（ケンタッキー・ 

フライド・チキン）を立ち上げたのが６５歳。 

私も還暦を迎えますが、まだまだヒヨッ子という 

思いで精進していきたいです。 

誕生日のお祝いありがとうございます。 

 小椋伸也 会員 

 森秀樹様、カウシャルヤ ルクシャニ様、本日は米山記念奨学生の 

 卓話ありがとうございました。 

 ニコニコさせていただきます。 

 澁谷剛士 会員 

結婚記念日のお祝い 

ありがとうございました。 

 

国際ロータリー 第2790地区 第13グループ 
 

松戸北ロータリークラブ会報 

 

第2370回 例会 2022年11月9日(水) 

■ 例 会 日 - 

■ 例 会 場 - 

■ 事 務 所 - 

■TEL/FAX- 

■Web/Mail- 

毎週水曜日12：30より（第1例会18：30） 

流山市前ヶ崎717「柏日本閣」      

松戸市八ヶ崎1-11-13 ｻﾝﾗｲｽﾞﾊｲﾂ101   

047-711-5950 / 047-711-5910   

www.rc2790-12.jp / kanji＠rc2790-12.jp 

■国際ロータリー会長 ｼﾞｪﾆﾌｧ－E・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ  

■第2790地区ガバナー    小倉 純夫        

■第13Gガバナー補佐     髙橋 竜一    

■松戸北ロータリークラブ会長 大川 高明 

■松戸北ロータリークラブ幹事 大塚 精一    

2022-2023年度   

例 会 出 席 率   8 3 . 3 ％ 

  「四つのテスト」 言行はこれに照らしてから 

 

          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 

米山記念奨学委員会 森秀樹委員長 

マッドュマ アラッチゲ カウシャルヤ ルクシャニ さん 
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＜第2370回 例会プログラム＞ 

                                                司会    髙橋 一彦委員長 

     12:30 例会開始時まで各自食事  

     12:50 点鐘                          大川高明会長 

          ロータリーソング静聴  【♪我等の生業】  

 

     12:53 お客様紹介                     小澤直之会長エレクト 

     12:55 会長挨拶・報告                    大川高明会長 

           幹事報告                      大塚精一幹事 

     13:00 米山委員会                     森秀樹委員長 

           （卓話）  マッドュマ アラッチゲ カウシャルヤ ルクシャニ さん 

     13:20  【委員会報告】 

          ■出席親睦委員会                平田洋一委員長 

            諸事御祝 

          ■社会奉仕委員会                野澤新之助委員長 

            本日の社会奉仕基金発表 

          ■ニコニコ委員会                 中原光男委員 

            本日のニコニコ発表 

          ■出席親睦委員会                平田洋一委員長 

            出席率発表 

 

     13:30  点鐘                         大川高明会長                      

＜会長挨拶＞                           大川高明会長 

皆さんこんにちは。昨夜の天体ショー皆既月食と惑星食見ました

か。これは442年ぶりだそうです。442年前は安土桃山時代で本能寺

の変の2年前ですから大昔ですね。きれいな写真を撮られた方もい

らっしゃると思います。私は事務所の隣の公園で天体望遠鏡を見て

いる方がいたので、のぞかせて頂きましたがとてもきれいで感動し

ました。次回は322年後の2344年7月だそうです。  

先月の米山月間で卓話をお願いしておりましたがスケジュールの

関係で今日になりました。そして卓話者はロータリー米山記念奨学

生のスリランカ出身カウシャルヤ ルクシャニ様です。世話クラブ

は松戸ロータリークラブです。本日は米山記念奨学委員会委員長森

様にもおいで頂いております。  

 

このロータリー米山記念奨学金の特徴は奨学生一人ひとりに地区内のロータリークラブ

が「世話クラブ」となり、世話クラブの会員が「カウンセラー」となって日常の相談役を

務めます。奨学生は毎月1回以上世話クラブの例会に出席し会員との交流によって日本の

社会を知りロータリーの奉仕の精神を学び、奨学期間終了後は米山学友会に入会ができ、

「ロータリー学友」として国際ロータリーのコミュニティに参加できるそうです。2022年

度の奨学生は898人です。松戸北ロータリークラブとしても何年も受け入れておりませ

ん。本日の卓話を聞いて受け入れも検討できたらと思います。  

次ページへ続く 
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将来は日本とスリランカの架け橋となり、両国が強い関係を築くために、私ができるこ

とをしたいと思います。いつか自分のブランドとして発信できるビジネスを実現したいで

す。また、母国の子供たちへの支援も考えています。日本と比べて支援が必要な子供が多

くいるので、私の得た経験や知識を、いつかスリランカ社会に還元したいです。特に両親

がいない子供たちを助けたり、セミナーを実施したりして、教育支援をしたいと思いま

す。  

この奨学金のおかげで、アルバイトの期間が減り、勉強に専念できるようになりまし

た。その結果、論文以外の卒業に必要な単位を全てもう取得することができました。ロー

タリクラブは、私たち奨学生にお金の支援だけではなく、色々なことを体験させてくださ

いました。 

ロータリアンの皆さんには本当に感謝しています。  

本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。  

＜諸事御祝＆ニコニコ委員会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ続く 

 浅野久 会員 

結婚記念日の花束ありがとうございます。 

 中原光男 会員 

中山さん、ようこそ。 

出席していただき、 

ありがとうございます。 

貴君の入会を大いに 

歓迎いたします。 

ということでニコニコ 

します。 

 小林弘 会員 

結婚記念日のお祝い、大変ありがとう 

ございました。 

６０回目になりました。 

これから何年か（？）頑張ります。 
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まず一つ目は日本語能力です。私は月に１回例会に出席し、近況を報告させてもらって

いますが、10月の松戸RCと浦安ベイ RC での卓話はとてもよい経験になりました。それま

で多くの人たちの前で、日本語で長い発表を一度もしたことがなかったので、二度の卓話

を通じて、日本語でのコミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルの向上といっ

た成果を得ることができたと思います。いつもと違う環境での卓話は、新鮮でした。クラ

ブによってやり方が違い、最初は戸惑うことも多かったですが、とてもいい経験となりま

した。  

二つ目は、人間関係を築くことです。私は10カ国以上

の地域の友達を作ることができました。異なる文化の背

景を持つ友達がいると、多文化主義が促進されます。そ

れは異なる人種や民族からの人々を受け入れるのに役立

ちますし、自分とは異なる考え方で生きる方法に理解が

深まります。異文化の人々と交流し、友達になると、彼

らの慣習、言語、習慣などに触れ、それによって、自分

自身が成長しているのを実感します。例えば、去年4月

23日のピクニックで千葉県立青葉の森公園で、皆で一緒

にお弁当を食べながら交流して、母国の料理作ってきて

皆さんに紹介したり、シェアしたりしていて皆さんと仲

良くなることができました。また、新型コロナウイルスの影響で何回も延期された研修旅

行でも、伊豆フルーツパークで美味しいいちごを食べながら、皆で楽しい時間を過ごすこ

とができました。普通よりたくさんの人たちと話す機会があったので、コミュニケーショ

ン能力が向上したと思いますし、それは自分自身にとって、最も成長した点だと思いま

す。米山奨学生の一員として、このようなイベントに参加させていただき、米山記念奨学

会への理解、他の方々との交流が一層深めることができ、自分は大 変勉強になっていま

す。心の中は感謝の気持ちでいっぱいです。  

三つ目は、自分の考え方が変わったことです。いつも世話クラブの会員の方の講演を聞

いて、将来、自分もロータリアンになりたい気持ちが強くなりました。ロータリアン達は

平和のために、私たち奨学生を援助してくださっているので、私たちは平和のために、生

きていかなければならないと思います。ロータリアンが若者を援助し、大切に育てている

ことに感動しました。ロータリアンは奨学生の親みたいな存在です。学友は兄弟みたいな

存在です。私はロータリー米山グラブの留学生の支援活動に大変感謝しています。私のよ

うな留学生の留学生活にとってロータリアンの活動は本当に重要なものだと思います。 

昨年米山奨学生として選ばれたのは、自分にとって大変光栄なことでした。これから

は、自分が出来ていないことをしっかり考えながら、今後も米山記念奨学会、多くの方々

に貢献したいと考えています。また、私は来年の卒業の予定ですが、この地区を離れてい

ても、その繋がりを大切したいと思っております。学生でも社会人でも、日本と世界の間

に、お互いに良いものを送っていくという役割を果たしたいです。  

この米山家族のお父さんとお母さんはロータリアンで、お兄さんとお姉さんは学友会の

先輩たちであり、弟と妹は私たちだと強く感じました。一般的な家族では子供は結婚して

離れても連絡を取り、時間があるときに地元に戻ることなどはあります。だから私たちも

卒業しても自分の世話クラブとの連絡をしていきたいと思います。どこ行っても自分の家

族を忘れないように私も活動を続けようと思っています。  

次ページへ続く 

 

 

 

 

 

 

月食を撮影してみました（BY 岡本会員夫） 

  

                                                   WEEKLY  REPORT 

会員の皆さまには11/30日（水）の澁谷会員・佐久間会員の歓迎会と12/21日（水）のク

リスマス家族例会の出欠を取っております。多くの方の参加をお願い致します。 

また、来週はガバナー公式訪問です。例会及びクラブ協議会の出席をお願い致します。 

豊島会員ですが11／2日に退院され今は自宅療養中だそうです。本日例会の後お見舞いに

行ってきます。年内の復帰を願っております。  

＜幹事報告＞                           大塚精一幹事 

 改めまして、こんにちは。幹事報告を申し上げます。 

バギオ（フィリッピン）たより 

バギオ基金留学生同友会 

第2回例会報告 

 

以上幹事報告 とさせて頂きます。  

＜米山委員会 米山奨学生 卓話＞ 

マッドュマ アラッチゲ カウシャルヤ ルクシャニ 

みなさん、こんにちは！ 

マッドュマ アラッチゲ カウシャルヤ ルクシャニと申します。

現在、江戸川大学のメディアコミュニケーション学部、情報文化学科

の４年生で、ITと国際文化を勉強しています。私は、スリランカのコ

ロンボ出身なので、今回は、まず自分の母国スリランカについてから

お話をさせていただきたいと思います。  

日本でスリランカの話をすると、たいてい「スリランカってどこに

あるんだっけ？」という反応が返ってきます。スリランカは、インド

の南にある島国で、面積は北海道の約0.8倍、人口およそ2,100万人の国です。最大都市は

コロンボで、首都はコロンボ郊外に位置するスリ・ジャヤワルダナプラ・コッテです。国

語はシンハラ語とタミル語で、国民の3/4がシンハラ人で構成されています。また、国民

の7割が仏教徒（上座部仏教）です。 

次ページへ続く 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A4%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%8A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%A9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%AB%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%A9%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%BA%A7%E9%83%A8%E4%BB%8F%E6%95%99
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2番目に多いのはヒンドゥー教ですが、その他にイスラム教、キリスト教も1割弱存在し

ています。スリランカは世界でも有数の紅茶の生産国として有名なので「セイロン

ティー」の「セイロン」だといえば、知っているという人も多いかもしれません。しか

し、スリランカに対して具体的なイメージをもっていない人が多く、イメージがあっても

「なんとなくインドに似ている」と思われがちです。そんなスリランカですが、ほかには

ない魅力があります。  

 「スリランカ」とはシンハラ語で「光り輝く

島」の意味で、その名の通り、豊かな自然に恵ま

れています。私たちは魚が豊富な海に囲まれてお

り、さまざまな種類があります。また、川や淡水

湖も豊富です。土壌は非常に豊かで、種をまいた

ものは何でも発芽します。スリランカは国中が

青々とした緑に覆われており、果物の種類も豊富

です。例として、29 種類のバナナ、18 種類のマ

ンゴーがあります。スリランカでは 2000 種類を

超えるさまざまな種類の伝統的な米が栽培されています。365 日雨が降っているので、雨

の神からの贈り物だと思っています。風光明媚な丘の中、川沿い、森などもたくさんあり

ます。スリランカ特有の鳥や渡り鳥を含む豊かな野生生物がいます。 

スリランカの料理には、ライス・アンド・カレー、ピットゥ、キリバット、ロティ、イ

ンディ・アーッパ、コットゥ、それにアーッパといったものが存在します。パラミツ

（ジャックフルーツ）は時々ライス・アンド・カレーの代わりに食べられています。伝統

的な食事では、プランテンバナナの葉に乗せて食べます。食べ方は、箸やナイフやフォー

クを使わず、さまざまな味のカレーを混ぜて右手の指で摘んで食べるスタイルです。 

まだ国の状況はよくありませんが、スポーツなどが国民の気持ちを盛り上げてくれてい

ます。スリランカはイギリスの植民地だった影響もあり、クリケットが最も人気のスポー

ツとなっています。どんな苦労があってもスリランカはインド、パキスタン、アフガニス

タン、香港、バングラデシュなどの国を破り、クリケットT20 アジアカップで優勝しまし

た。また、スリランカは、インド、フィリピン、シンガポール、モルディブ、マレーシ

ア、ブルネイ、香港、タイ、残念ですが、日本などの 11 チームを破り、2022 年アジア 

ネットボール選手権で優勝しました。多くの困難に直面しているにもかかわらず、彼らは

とてもうまくプレーしたので、私はスリランカの人々を本当に誇りに思っています。  

次に、自分のことについてお話していきたいと思います。 

私は小さい頃から勉強をするのが好きで、高校の最終試験を終えて、コロンボ地区で7

番になり、バイオシステムテクノロジーストリームで(Bio systems Technology) 全国で

39番になりました。そしてスリランカで最も有名なUSJP大学に入学しました。 

しかし、スリランカの大学生はアルバイトをしながら勉強をすることができません。経

済的に親を助けたいという気持ちもあり、アルバイトで学費を稼ぎながら勉強ができ、私

自身のキャリアアップができる国、そして人生で初めての一人暮らしをするのに安全な国

を探しました。その時、最も魅力的な国が日本でした。日本に興味が湧き日本のことを

色々とインターネットで調べました。  

スリランカでは日本の「おしん」というドラマがとても有名で、日本文化にも興味を持

ちました。調べるほど、日本の技術だけでなく、日本の言葉や文化、そして礼儀に 触れ

てみたいと思うようになり、もっと日本のことを知りたい、実際に日本をこの目で 見て

みたいと強く感じ、日本に留学することを決めました。 

次ページに進む 

   

                                                   WEEKLY  REPORT 

その後、一年間、千葉県にある水野外語学院とい

う日本語学校で日本語を勉強しました。そして、日

本語学校の先生の薦めで知った江戸川大学に入学

し、今はITと国際文化の両方を勉強しています。卒

業研究では、日本における英語教育の問題について

卒業研究をしようと思っています。まず、日本とス

リランカの 教科書の内容を比べることで、生徒に習

得してほしいレベルを比較し、次に、日本とスリラ

ンカにおける英語教育、特に発音の教え方や学校の

英語教師は十分な能力があるか、英語教員は正しい教授法を採用しているのか、母語の影

響について書かれた論文を読み、違いを探ろうと思います。最終的に、問題点を改善しレ

ベルを上げるための提案をしたいと思っています。  

私は勉強することがとても楽しいので、学べることはなんでも学びたいと思って いま

す。大学の授業を通じて知識を増やすことはもちろんですが、2019年からずっと南流山マ

クドナルドでアルバイトをしながら日本のルールや習慣を覚え、実際に日本の社会につい

ても少しずつ勉強しています。アルバイトはなかなか大変ですが、今まで、辛いことが

あっても途中でやめたりしたことがありません。最初はクルーとして入っていて、今新人

をトレーニングしているトレーナーとして働いています。  

夏休みは頑張って就職活動をしたので、3社から内定をいただきました。その中で  

アイ・ティー・エックス株式会社、コンサルティング営業職、ドコモスタッフとして来年

4月から働く予定です。ITXは携帯電話・スマートフォンなどの モバイルビジネスにおい

て国内トップクラスの 安定成長企業です。この会社を選んだ理由は、携帯電話は今、命

の次に大切だと思っていて、その上で携帯電話に関わる契約手続きを行うということは、

人々の人生に関わることができる仕事なので、私にぴったりと感じたからです。お客様か

らお給料をいただくので、お客様の立場でお客様に喜ばれるようにきちんと対応し、将来

は収益にインパクトを与えられる存在になりたいです。入社前までに向上心を持って自ら

努力をし、日本語能力試験 N1 レベルを目指します。 また、入社後も引き続き日本語の

習得を努力し、自己努力が足りていないことで、お客様へ のご迷惑がかか らないよう、

日々精進致したいです。 

昨年4 月から米山奨学生になり、もう1年半を過ごしました。間違いなく、この１年半は

私の今までの留学生活の中に、最も充実した１年半だと思います。最初のオリエンテー

ションをはじめ、お世話クラブの例会、卓話、忘年会、クリスマス例会、静岡研修旅行、

家族例会、ピクニック、研修会、BBQ大会、研修旅行などに参加してロータリーの方々と

身近で接することがいろいろできました。これらの経験を通して、以前は知らなかった

ロータリーの活動を知ることができました。そして、この組織のメンバーの一人として、

様々なことを考える貴重な機会と経験を得させていただきました。いちばん最初にお世話

になったカウンセラーの村中さん、松戸ロータリクラブの山田さんをはじめ、関係者の皆

様に心より感謝申し上げたいと思っております。  

これまでの奨学生の生活で得たものはたくさんあります。今日はその中から３つお話を

させていただきます。  
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