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会 長 あ い さ つ
会長 髙橋 秀樹
皆さんこんにちは。渡邊和良パ
ストガバナーにお越しいただきま
して心より感謝申しあげます。
のち程ご挨拶いただきますよう
よろしくお願いいたします。
まず、悲しいお知らせがござい
ます。一昨日、ご親族の方からご連絡をいただきま
した。我々の仲間の小沼輝雄会員が去る10月8日
(日)にお亡くなりになられました。78歳でした。10
月11日～12日にご親族様だけでご葬儀を営まれたそ
うです。
小沼輝雄さんは1998年(平成10年)7月にご入会さ
れ、在籍19年目でした。ご入会以降、青少年交換・
親睦・国際奉仕・クラブ奉仕・クラブ会報の委員長
を歴任され、2010－11年、井橋ガバナー年度に48代
目の会長を努められました。在任中の3月11日に東
日本大震災が起こり、5月24日に釜石ロータリーク
ラブに義援金300万円を寄贈されました。Ｒ財団で
は6回のマルチプル・ポール・ハリス・フェロー、
Ｈ22年にベネファクター、米山記念奨学では第4回
米山功労者マルチプルと多額の寄付金もなされてお
られます。当クラブの発展の基礎を築いてこられた
お一人でありますだけにお亡くなりになられたこと
がとても残念でなりません。心よりご冥福をお祈り
いたします。近日中に私と染谷幹事とで弔問に行っ
て参ります。
さて、本日は、地区大会ポリオ撲滅チャリティゴ
ルフ大会が開催されていまして、中村さん、大楽さ
ん、中谷さん、佐藤直樹さん、石三さん、福田さ
ん、小林さん、村松さんの8名がクラブを代表して
参加していただいています。
また、この10月は日本独自の米山月間です。会長

挨拶の「ロータリーあれこれ」では、来週「米山
記念奨学事業」についてお話いたします。本日は
米山記念奨学生のシャキャ・スラクシャさんに卓
話をしていただきますので楽しみにしてください。
次に、今年度より始まりました部会の活動計画
です。ゴルフ部会は24日(火)に初のコンペを開催
します。女子部会は、7名で、23日(月)AM6時〜黄
色のベストを着用して大宮駅西口前の清掃活動を
行います。素晴らしい活動ですのでご紹介いたし
ます。
最後にお願いが３つございます。
①１つ目は、10月28日(土)の大宮ろう学園の「の
ばら祭」です。バザーへの品物のご提供を是
非お願いいたします。20日(金)迄に事務局に
お持ち込みいただきますようお願いいたします。
②２つ目は、同日開催の第5回ピンクリボン運動で
す。今回はアグネス・チャンさんが我々の運
動に賛同して、ボランティア出演のうえに30
万円もの協賛金までいただいて、乳がん検診
の大切さを訴えていただきます。又7～8社の
ＴＶ局・新聞社が取材に来ていただく予定で
す 。従 って 主催 者 であ る我 々会 員は全 員参
加。そして多くのご家族の方にも一緒に活動
していただきたい。また皆様の会社の従業員
の方にも多数ご来場いただくようお声掛けく
ださい。お越しいただいた方全員に記念品を
ご用意してお待ちしています。どうかよろし
くお願いいたします。
③３つ目は、地区大会２日目の11月12日(日)は、
クラブ紹介があり、会員全員が立ち上がって
決起する場面があります。我々は在籍数Ｎｏ
１だけでなく、組織力もＮｏ１であることを
他のクラブに示さねばならないという責務が
あります。どうか当日は全員出席していただ
きますよう何卒よろしくお願いいたします。

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
（５５周年 全員で前進する － 全・進 －）
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委員長報告

社会奉仕委員会
副委員長 望月

諭

＜記念撮影＞

左から染谷義一幹事、大竹庄藏会員、渡邊パス
トガバナー、林 正 会員、清水恒信ガバナー
補佐、髙橋秀樹会長、大熊雄喜会員

社会奉仕委員会よりお知らせです。
①大宮ろう学園のバザー品の提出期日が10月20日
(金)までとなっておりますので、まだ事務局に
持ち込みになられていない方、宜しくお願い致
します。もちろん、現金の受付もさせて頂いて
おります。
②10月28日(土)のピンクリボン運動の出欠表の提
出をお願い致します。ロータリー家族様や各社
社員様、多くの方のご参加をお待ちしております。

会員研修委員会
委員長 小島 徹

お客様ご挨拶
・ロータリー研修会について
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べネファクター表彰
◆ベネファクター
髙橋秀樹会員、染谷義一会員

幹事報告

幹事

染谷義一

渡邊バストガバナー、ようこそお越しいただき
ました。
左から髙橋秀樹会員、清水恒信ガバナー補
佐、染谷義一会員
「幹事報告をさせて頂きます」
◆10月27日の地区職業奉仕セミナーですが、多く
のご登録を頂きまして大変ありがとうございま
した。担当の山崎委員長ありがとうございました。
◆大宮ろう学園のばら祭のバザー出品締切りが今
月の20日となっております。ご自宅で手つかず
で眠っているもの等ございましたら事務局まで
お持ちください。
◆当クラブのメンバーであります川井君が所属す
るバンドが、ここパレスホテル大宮でディナー
ショーを行います、奮ってご参加をお願い致し
ます。
◆次回23日の例会ですがソニックのホール棟、4
階、国際会議室となります。

ロータリーの友
公共イメージ向上委員会
委員長 石丸主憲

横組み
ライズリーＲＩ会長メッセージ
今月10月24日は世界ポリオデーとなっておりま
す。
ポリオプラスが発足しポリオ撲滅に取り組んで
きたことで、35万件あった発症件数が現在では数
件までに減少し、ポリオ撲滅まであと一息という
ところまで来ております。

卓話：米山記念奨学生
ライズリーＲＩ会長からは、ポリオ撲滅に向け
てはロータリアン一人一人の支援が必要であり、
ポリオ撲滅への協力を呼びかけています。
また、“endpolio.org”というサイトでは、ポ
リオの現状やポリオ撲滅に向けた取り組みについ
て閲覧することができます。
世界ポリオデーでは、このサイトでライブスト
リーミングが行われるとのことです。
特集「日本と世界を結ぶ人づくり」
今年でロータリー米山記念奨学会財団設立５０
周年を迎えます。
10月は米山月間ということで、「日本と世界を
結ぶ人づくり」と題して、米山財団の50年の歴史
を振り返る記事が掲載されています。
特集「ようこそ、日本へ」
2016年訪日観光客は2000万人を突破し、日本政
府は2020年までに4000万人とする目標を立ててお
ります。
今回は「訪日客支援編」として、北海道・倶知
安ＲＣと和歌山東南ＲＣの２事例を紹介しており
ます。
「心は共に」
甘木ＲＣより、今年7月に発生した九州北部豪雨
の当時の状況と全国のロータリアンからの励まし
の言葉や多大な支援・義援金に対しての感謝の言
葉が述べられています。
また、義援金は総額で、7,677万6,431円集ま
り、福岡県に渡されました。

縦組み
特集「難民問題 今、何が起きているか」
「難民問題 今、何が起きているか」と題して、
国際ＮＧＯ難民を助ける会の長（オサ）理事長よ
り、難民問題と地雷問題について、それから地雷
問題に対する教育活動や募金活動について述べら
れています。
「クラブを訪ねて」
「和の心、木の文化を大切に古い町の一番新しい
クラブ」と題しまして、高山中央ＲＣについて紹
介されています。
1991年に創立した高山地区では一番新しいロー
タリークラブだそうです。
「友愛の広場」
「今年も友好クラブ例会開催」と題して、浦和東
ＲＣより友好クラブである金沢西ＲＣとの合同例
会について紹介されています。

米山記念奨学委員会
委員長 吉田暎治

米山記念奨学生シャキャ・スラクシャさんを紹介

米山記念奨学生
シャキャ・スラクシャさん

（紙面の都合上、別紙に掲載させて頂きました）
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チャリティーゴルフコンペ参加報告
チャリティーゴルフコンペ参加報告
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プレステージカントリークラブ

≪ 福田和子会員より報告 ≫

一日中雨の中、大変でした。
皆さん、パットが入らず苦戦。
賞品は、私だけ８８位で頂きました。優勝、ベス
グロ、女子ベスグロ、全て北東の長谷川美千代さ
んでした。男性を負かしてベスグロです。
因みに当クラブは、８名参加しており
13位 中村雅之会員
37位 石三重則会員
63位 佐藤直樹会員・・・、でした。

卓

米山記念奨学生
シャキャ・スラクシャさん

＜私のストーリー＞
米山記念奨学生シャキャ・スラクシャで
す。2531回例会で米山記念奨学生の卓話をさせて
いただきました。私に卓話をさせてくれる皆様と
私の話を聞くためにいらっしゃる皆様にありがた
い気持ちを申し上げます。
大宮西ロータリークラブの一員になってからも
う6ヶ月経ちます。皆様は私のことをすでに知っ
ていると思いますが、改めまして自分について簡
単に話したいと思います。私はシャキャ・スラク
シャです。ニックネームはシャキャで呼んでいる
人もいるし、スルで呼んでいる人もいます。私は
ネパールの出身です。ネパールで三つの大きな都
市があって、ラリットプールは一つです。伝統的
な建物に包まれている歴史が長くて素敵な街で
す。私は日本に2回きましたが、留学の目的でき
たのが2014年3月25日です。現在獨協大学大学院
経済経営研究科経済経営情報専攻で修士課程2年
生です。私の家族は、お母さん、二人の姉さんと
一人の兄さんがいます。ネパールは南アジアで中
国とインドの間にあります。ネパールは山の国で
知られています。皆さんご存知ですと思います
が、世界で一番高い山MOUNT EVEREST がありま
す。その以外も世界で8つの高い山がネパールに
あります。自然が豊富な国でネパールはアジアの
スイスとも呼ばれています。ネパールの食文化で
はメイン料理はダル（豆のスープ）、バト－（お
米）、タルカリ（カレー）です。それ以外もたく
さんの食べ物がございます。私は日本に留学した
きっかけは、日本のアニメやドラマが昔から好き
で、はじめはそれで日本と日本語に興味を持ちま
した。独学で日本語を勉強し始めました。日本の
留学生と生活について色々なことを調べたところ
で、日本は治安が良くて、女性でも安心して留学
ができることが分かりました。それで日本での生
活を体験してみたいと考えました。2011年3月に
Japan foundation 国際交流基金から1か月大阪へ
来る機会がもらいました。その時日本の様々なこ
とが印象に残りました。日本へ来て年間埼玉日本
語学校に通いました。その時朝日新聞配達のバイ
トしました。雨、雪、台風にも黙々と働きまし
た。留学生中色んな日本の文化を体験することが
出来ました。着物を着て花火を見に行くとか、雪
山にスキー行くとか、花見に友達たちと日本の独
特な食べ物食べるなどです。

話
現在大学院でやっている研究のテーマは日本企
業の人材育成のやり方をネパールへ移転できるか。
戦後著しい発展を遂げた日本企業の原動力の一
つに人材育成があることを多くの内外の学者が指
摘している。日本企業は新卒学生の一括採用方式
をとり、入社後の教育・訓練で着実に次世代リー
ダーを育成している。私は多くの企業の人材育成
方式について、とりわけ入社3年までの新人研修
に焦点を当てて研究し、日本的人材育成方式の特
徴を整理するとともに、母国ネパール企業への人
材育成方式の導入について考察しています。本研
究では、人材育成のための教育・訓練の中で、特
に入社3年までの新人研修を中心とした導入訓練
に焦点を当てる。日本企業は、何の実務経験を有
していない学生を大量に採用し（新卒一括採用方
式）、そして時間を掛けてその企業に合った人材
に育成していく方式を取る。導入訓練は、いわゆ
る座学にとどまらず、先輩や上司が指導するOJT
など多彩な育成方法を取る。ここでは、単に業務
に必要な知識やスキルを教えるだけでなく、企業
人としての態度や心構えまで指導する。ここに日
本企業の競争力を生み出す人材育成の原点がある
のでは考えている。
米山奨学生は2017年4月からなりました。この
6ヶ月間で、様々な経験を積むことができてすご
く感謝な気持ちを申しあげます。わたしはすごく
母国と家族のことを思い出してホームシックに
なったこともありました。しかし、米山記念奨学
生になって人生は高速でいい方向に向かいまし
た。いただいた奨学金は経済のサポートになり、
バイトの時間の減少ができました。忙しい生活の
中で時間の余裕ができました。その結果、学費や
バイトの心配が少なくなり、多くの学習時間があ
り、勉強に集中できる環境を作れました。毎週の
例会で参加するときカメラマンの仕事をやってい
ます。皆さんの笑顔の写真を撮ることができて幸
せな気持ちになります。例会で参加するとき、日
本の文化、ロータリーのことを毎週の例会で会長
から発表し、クラブの様々な会員の方々の卓話に
よって、様々なことを勉強させていただいており
ます。そして、例会に参加以外も様々な体験する
機会がもらいました、例えば、クラブの行動や活
動、サッカ―、宝塚歌劇、花火、お祭り、野球、
富士山、遊園地で遊ぶなどです。また、日本人と
ほかの国籍の奨学生との交流活動の経験も得まし
た。奨学生としてロータリアン家族の一員にな
り、色々な活動に参加でき、日本人と日本社会に
もっと出会う機会を得ました。米山奨学生になれ
たからこそすべてのものを得ることができました
ので奨学生になれて本当に嬉しく、すごく感謝し
ています。

≪シャキャさんのパワーポイントより抜粋≫

＜沢山の冒険場所＞

