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会長挨拶及び報告
内山貴美子会長

　皆様、こんにちは。
　早いもので今年もあと1ヶ月となりました。そし
て新しい年を迎える準備の月となります。
　しかし、世界中では数百万人が病気によって苦し
み、貧困を強いられて年を越せない人も沢山いま
す。
　12月は「疾病予防と治療」月間です。
　私たちは疾病の予防と治療に力を注ぎ、病気によ
る苦しみや貧困から人々を救うため病気の蔓延や医
療不足に悩む地域社会に、仮設クリニックや献血セ
ンター、研修施設をつくったり、衛生教育、無料の
定期健康診断や眼科・歯科検診も行い、より良い医
療を利用できるよう支援しています。マラリア、
HIV/エイズ、ポリオなどの病気の予防・治療や患
者の支援に当たっている会員も大勢います。
　私は、まず自分でできることからということで献
血に協力しています。
　本当にあった怖い話というテレビ番組の中で韓国
の妊婦さんがお産の時に出血が多く輸血をするこ
とになったのですが、彼女の血液型はRHプラスの
A型であったのですが-D-という特別な血液で、韓
国内にはなく日本から血液を緊急空輸してもらい輸
血して助かったという番組を見て、従業員に、もし

かしたらあなたたちは特別な血液かもしれないから
献血に行ったほうがいいよ！と言い、私も行きまし
た。何日かして赤十字から封筒が来たので又お礼の
手紙かと思って空けたら、あなたの血液は稀な血液
ですので赤十字に登録することをお勧めしますと書
いてありました。まさか私がテレビの主人公と同じ
なんて…とショックでした。稀な血液って何です
か？日本に何人くらいいますか？と聞きました。す
るとあなたの血液はJr(a-)で千葉県に78人登録があ
りますとのことでした。その後調べてみるとJr(a-)
は稀な血液ではなく、稀な血液に準じる血液となっ
ていて、日本に1人とかの稀血ではないことにほっ
としました。しかし登録した後2回ほど赤十字から
電話がかかってきて、指定場所に献血に行きまし
た。私の場合動機は不純で、私の血液が足りない時
には他の人が助けてくれると思ってでした。でも、
動機はともあれ献血についての関心、必要性は学ぶ
ことができました。健康でなければ献血はできませ
ん。会社の従業員も、まずは健康でいること！献血
ができる体でいること！を目標に健康づくりを推進
し、健康で働くことを目指しています。
　誰にとっても「健康であること」は何より大切で
す。でも、基本医療を受けられない人は世界で4億
人と言われています。質の高い医療を受ける権利は
すべての人にあると、私たちは信じています。
　奉仕活動をするためには、まず自分たちが健康
で、その健康な体で奉仕活動を行い世界を支援して
いかなければなりません。身近にできること、それ
は自分たちが健康な体つくりに努め、「献血はライ
オンズでしょう！」とか言わず、皆さんが、そして
会社の社員さんに献血に参加してもらうことだと思
います！
　健康な体からの血液が違う新しい人の血液と混
じって、健康な体と健全な精神を作ってくれると思
います。奉仕のために旅立っていく世界中のロータ
リアンの力となっていくと思います。まずできるこ
と、献血から始めてみ見てはいかがでしょうか？



報　　告
１．11月28日(木)に、きみつ秋花火実行委員会及び反省

会が開催されました。当クラブからは平野会員が出
席されました。お疲れ様でした。

２．12月1日(日)に、第3回DLブラッシュアップセミナー
が開催されました。当クラブからは、吉野会員、宮本
会員が出席されました。お疲れ様でした。

<東京南RC阿部様とバナー交換>

幹　事　報　告
武田富士子幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信(12月号)

〈報　告〉
１．本日12月2日(月)日本製鉄かずさマジック納会が開

催されます。 
　　時間：18時30分～　
　　場所：ハミルトンホテル上総
　　出席：内山会長、武田幹事
２．12月5日(木)東京神宮RCクリスマスパーティが開催

されます。
　　時間：開場18時　開始18時30分
　　場所：六本木 セダー　ザチョップハウス＆バー
　　出席：内山会長、吉野会員。川名会員夫妻
３．次回例会は、年次総会及びクラブ協議会です。
　年次総会では、今年度の収入と支出の中間報告およ

び、指名委員会にて指名された次年度理事候補者に
ついてご承認いただきます。

　また、クラブ協議会では、委員会ごとに上期活動報
告を委員長より発表をお願い致します。発表内容
は、週報に掲載しますので、原稿を12月5日までに
メールにて事務局までご提出下さい。

　なお、委員長が欠席の場合は、代理の方より発表を
お願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報

３．会員家族親睦忘年例会の出欠の案内
４．地区大会の出欠の案内
５．RYLAセミナー開催の案内（申込み締切12月20日）
　＊現在まだ申込みがありません。宜しくお願いしま

す。
６．スリランカプロジェクト募金及び本購入の案内
７．2019年手続要覧(改訂版)の申込み

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
12月の私の誕生日・記念日

社会奉仕委員会
「忘年例会のチャリティーオークション・愛児園ク
リスマス会についてのお願い」

茂田秀和委員長
　23日の忘年例会では、本年もチャリティーオー
クションを行います。皆様には既にFAXにてご案
内済みかと思いますが、2点の物品提供をお願いい
たします。
　また、25日に、本年も恒例となっております君
津愛児園のクリスマス会にプレゼントを届けます。
例年は委員会指名にてサンタクロース役を3名の方
に務めていただいておりますが、本年は立候補して
いただきたいと思います。子供たちの笑顔のため
「我こそは！」と申し出て下さい。

鈴木　荘一
石川夕伎夫
髙橋　雄一
坂本　直樹
大川　裕士
黒岩　靖之
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12月の私の記念日



プ　ロ　グ　ラ　ム
外部卓話「日本に留学したきっかけ」

米山奨学生(浦安RC)
シストーンポン･ポンサコーン様

　浦安ロータリークラブに所
属しているシストーンポン･ポ
ンサコーンと申します。タイ
のバンコク出身です。名前が
あまりにも長いので、皆さん
からニックネームでタオと呼
ばれています。私は現在明海
大学大学院応用言語学研究科
博士前期課程2年で勉強してい
ます。私の研究としては、「在京の高等学校におけ
るJSL生徒の日本語理解力－読み書き授業を通じて
の分析から－」に関することで、外国人児童生徒の
読み書き能力を取り出し授業で分析し、彼らの読み
書き能力の向上を目指しています。喋ることは出来
るが、読み書きには不安があり、授業内容を理解で
きない生徒たちがたくさんいると気づき、彼らを対
象研究として問題解決方法を考えています。
  私の家族は、父と母と弟、そして私という4人家
族構成です。父は無職で、母はタイ料理屋のコック
をしています。弟は今年の4月から陸軍訓練学校に
入り、軍隊の訓練をしています。お母さんは優しく
て、いつも明るい人ですが、お父さんは周りの人に
対して気を使っている人で、心が広いと言われてい
ます。弟の顔は私にそっくりなので、時々学校の先
生に勘違いされたこともあります。
　ところで、なぜ私が日本に留学したかというと、
その理由は二つあります。一つ目は「貞子と千羽
鶴」の本のおかげです。私が日本を知っていたのは
中学校時代からでした。その時に地元の学校の図書
館で「貞子と千羽鶴」というタイトルの本を見つ
けました。その本は病と闘っている貞子ちゃんの人
生と絶望的に落ち込んでいる人を勇気付ける話しで
すが、じっくりと読んでみたら、とても興味深くな
りました。そのため、高校に入った時に日本語専攻
を選んで日本語と日本文化をもっと知りたいと思っ
ていました。二つ目は私の高校の2人の日本語教師
でした。高校2年生の時に日本語パートナーズとし
て日本からタイに派遣された1人の日本人教師が私
の高校に来てくれました。その先生はとても優しく
笑顔が素敵な人だったと記憶にまだ残っています。
もう1人はタイ人の日本語教師で、日本語専攻を選
んだ学生たちの担任先生でした。タイ人の日本語教
師もとても優しく、学生に対する気遣いが上手だと
思っている人でした。しかも勉強だけではなく、い
ろいろな悩みも相談に乗ってくれたので、本当に母
親のように大切な存在でした。2人の先生が授業を

担当している時にいつも日本の面白い話をしなが
ら、日本語を教えているので、教室は楽しい雰囲気
で盛り上がっていました。例えば、7月7日に「七
夕祭り」を授業でやっていましたが、その時に先生
が盆踊りをしながら、七夕祭りのストーリーを語っ
てくれました。そのおかげで日本語と日本文化につ
いて楽しく学ぶことができ、いつか日本に留学した
いと思うようになりました。そして日本で日本語教
育を勉強して、その2人の先生のように多くの学生
たちを笑顔にできる有能な日本語教師を目指すとい
う希望が心の中に湧いて来ました。
　その理由から日本語を猛勉強して、高校卒業後タ
イ政府奨学金を申請して無事に合格できたので、日
本に派遣されました。そして、日本語学校に1年半
通って日本語を勉強しました。日本語学校卒業後、
明海大学外国語学部日本語学科に入学して、4年間
の大学生活で日本語教育を学んだり、高等教育機関
で教育実習をしたりしたという充実な日々を送って
きました。大学卒業後もそのまま大学院に進学し、
日本語教育に関する研究を志しています。
　大学院に進学しようと思った時に、大学の先生か
らお知らせが来ました。そのお知らせはロータリー
米山奨学金の募集です。経済的に困っている留学生
をサポートする民間財団ですが、主な仕事は社会奉
仕活動です。自分は日本でもボランティア活動を何
回もやっているので、この奨学金に応募することに
しました。残念ながら、1回目の応募では資料準備
不足で、不合格でしたが、私は諦めずに、もう一度
チャレンジしてみて、今年はやっとこそ奨学生に選
ばれました。ロータリー米山記念奨学生として、社
会貢献活動をして、人々の幸せな社会を作っていき
たいと思います。そんな動機でロータリー米山記念
奨学金に応募しました。
　私にとっては、ロータリーとは自分が利益を受け
るのではなく、他人に与える奨学財団だと感じてい
ます。一人の手では社会を作れないですが、みんな
の手を繋いで、みんなの力でより良い社会を作るこ
とができます。ロータリー米山奨学会は、良い社会
を作ることができるその力を持つ人々がたくさん集
まることで、社会奉仕活動をして、外国人留学生を
援助するような役割を果たしています。今ロータ
リー米山奨学会から奨学金をいただいている私は、
将来的に日本の大学院で博士号を取得して、母国で
日本とタイの架け橋となる日本語教師を目指してい
ます。日本の良いところを多くのタイ人に知っても
らって、まだ知られていない伝統的な文化を紹介で
きるのが、私のロータリー米山奨学金への恩返しの
形の一つだと考えています。



ニコニコＢＯＸ
内山貴美子 阿部様、先週に続き本日も来訪あり

がとうございます。シストーンポ
ン・ポンサコーン様、本日は素晴ら
しい卓話ありがとうございます。是
非来週のクリスマス例会もいらして
下さい。

武田富士子 自衛隊音楽まつりを観に行って来ま
した。武道館がオリンピック用の改
修を行っている為、今年は代々木の
体育館で実施されました。例年の事
ですが、雄大で素晴らしかったで
す！！和太鼓の演奏は特に良かった
ですよ！！

中村　圭一 某パスト会長から、中村さんは宮本
さんと同じ見かけは「ブラック」に
見えるとのお言葉を頂きました。宮
本さんと同じに見えるなんて、なん
と嬉しいお褒めの言葉。令和元年は
良い年で終われそうです。

黒岩　靖之 東京南RC阿部様、ご来訪ありがと
うございます。米山奨学生シストー
ンポン･ポンサコーン様卓話ありが
とうございました。誕生祝いありが
とうございました。ついに60才にな
りました。

釼持　純一 記念日の記念品ありがとうございま
す。

原田　健夫 早いもので、今年も、もう師走です
ね。阿部様、シストーンポン･ポン
サコーン様、付様ご来訪ありがとう
ございました。

中野　賢二　 気温が急に下がり、毎日雨ばかりで
す。当社は屋外での工事現場が多い
ので、風邪をひく者が増えていま
す。皆様も防寒と加湿をしっかり
行って、風邪に注意して下さい。

宮本　茂一 荘ちゃん昨日のLRIの懇親会出席あ
りがとう！！バッタリ市民会館の前
で会った時、”御光”がさしていまし
た。𠮷野さんと2人で”感謝”！！

大森　俊介 シストーンポン･ポンサコーン様、
本日は貴重な卓話ありがとうござい
ました。今年も残すところあと1ヶ
月です。とある目標達成の為、頑張
ります。

藪　　　武 早くも12月に入りました。仕事上の
やり残しは山ほどありますが、毎年
出来ずに終わる大掃除だけはやり遂
げて、元日のニューイヤー駅伝の応

援に行きたいと思います。
荒井潤一郎 市場祭り、雨の中ありがとうござい

ました。年末は26日～30日まで、
特売の一般販売をします。(7時～9
時位)是非、ご利用下さい。

小川　哲也 記念日のお花届きました。ありがと
うございます。大きなお花でとても
キレイです。

岡野　　祐 いよいよカレンダーも残り一枚とな
りました。皆様飲み会等多くなりま
すが、体調に気をつけ、年末お過ご
しくださいませ。

村上　　進 皆様こんにちは！！シストーンポン
･ポンサコーン様、卓話ありがとう
ございました。阿部様、ようこそ君
津RCへ！！4つのテストを唱和させ
て頂きました。来週は中野さん宜し
くお願いします。

秋元ゆかり 今月、お誕生日・記念日を迎えられ
る会員の皆様、おめでとうございま
す。

遠田　祐治 今朝は5時過ぎから、駐車場で年
末年始無災害のビラ配りをやりま
した。やや眠いです。皆様ご安全
に！！

隈元　雅博 東京南RC阿部輝彦様、浦安RC米山
奨学生シストーンポン･ポンサコー
ン様、米山奨学生付靖秋君、君津
RCの例会へようこそおいで下さい
ました。国際ロータリーの一員とし
てお互いに世界平和と地域貢献に努
めましょう。これからもロータリー
活動を頑張ります！

福田　順也　　米山奨学生シストーンポン･ポンサ
コーン様卓話ありがとうございまし
た。

大木　建樹 君津支店に異動以来良い事がないの
で、先週、佐野厄除大師にお払いに
行って参りました。業績アップ、金
運上昇、V字回復をお願いしてきま
した。良い事がありますように。

吉田　雅彦 阿部様、今週もご来訪ありがとうご
ざいます。シストーンポン･ポンサ
コーン様、本日は貴重なお話をあり
がとうございます。遂に12月に突入
しました。体調とスケジュール管理
を徹底して、イメージ通りの良い年
の瀬にしていきたいと思います。

内山　雅博　 シストーンポン･ポンサコーン様、
卓話ありがとうございました。今日



は妻の？回目の誕生日です。メッ
セージ付きのプレゼントを置いてき
たら、喜んでいるようです。1週間
は機嫌が持ちそうです！

大住　昌弘 いよいよ12月になってしまいまし
た。今年の秋は、夏が来たり冬が来
たりで、秋らしい日が少なく、あっ
という間でした。来年は12支の頭の
子年。干支では庚子で、新しいこと
が始まる、年とか。今年の総括と来
年の準備に向けて、12月は頑張りま
す。今年度、国際奉仕委員会活動の
小中学校への図書寄附は、ほぼ終了
しました。ご協力ありがとうござい
ました。

坂井佳代子 皆様こんにちは。早いもので12月に
なりました。師も走る程、忙しい月
です。インフルエンザも流行してい
ます。身体に気をつけて、元気で乗
り切りましょう。

赤星　哲也 シストーンポン･ポンサコーン様、
貴重な卓話ありがとうございまし
た。

坂本　直樹 ながら運転の厳罰化がスタートしま
した。重大事故防止のため、十分注
意しましょう。

前田　　亮　　いよいよ師走となりました。年末は
母親の介護で帰省します。いつまで
続けられるか、あと5年は頑張って
ほしいと願うばかりです。


