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「米山月間」 
 

広島東ロータリークラ

ブより、丹後博貴様本日は

ようこそお越し下さいま

した。また、さいたま夢

KANA 音楽祭実行委員長、

大宮シティロータリーク

ラブの古川輝明様ようこ

そ。どうぞ宜しくお願い致します。 

21 日に南投ロータリークラブのある台湾で大

きな列車事故が起こったというニュースが流れ

ておりました。東部エリアということではありま

すが、問題がないか心配されるところであります。

明日 23 日には、岩槻東ロータリークラブへ今年

度メイキャップツアー第一弾が行われます。メイ

キャップは、例会を休まなければならない時、そ

の代りに前後二週間の間に他クラブの例会に出

席するというもので、皆様がご自分で調べて申し

込まれても良いわけですが、いきなり一人でメイ

キャップに訪れるというのも気が引けるという

場合はどうぞクラブのメイキャップツアーをど

んどんご活用下さい。また、24 日は世界ポリオデ

ーでございます。クラブでポリオに関する活動の

予定はありませんが、別の機会にポリオ撲滅のた

めの活動を設定致しますので宜しくお願い致し

ます。今月は米山月間ということで、本日はナジ

ム君の卓話であります。米山記念奨学生として、

地区内の他クラブへも訪問し卓話をしているよ

うですので、どうぞご期待下さい。 
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開催 11 回目となる今年は、11/11(日)市民会館

おおみやにて開催されます。是非、お知り合いの
方にもこのイベントをご案内いただき、多くの方
にご来場いただければ幸いです。チケット代金の
一部でバングラデシュ・ナラヤンプール村へ教育
支援を行っています。ご来場、ご協賛を是非ご協
力いただきますよう、よろしくお願い致します。 
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関東にいることが多く、東
京や品川のクラブでメイキャ
ップしています。こちらのク
ラブに初めて出席し驚いたのは・点鐘前に食事が
始まること・歌声が美しいことの２点です。 
また参加させていただきたい思います。よろしく
お願いいたします。

会 長 あ い さ つ 

会 長  新井 清太 

 

お客様紹介  染谷 義一 副会長 

お客様ごあいさつ 



 

 

 

 

 

幹 事 

新藤 栄介 会員 

 

 

 

●今週 27日(土)は、大宮ろう学園のばら祭と、ピ
ンクリボン運動の移動例会がございます。 
●来月の地区大会 11月 11日(日)第 2本会議への
出席、重ねて宜しくお願い致します。 
●マイロータリーへの未登録者は、配布した資料
の手順にて登録をお願い致します。 
●次週 29 日(月)はピンクリボン移動例会の振替
休日です。次回例会は 11月 5日（月）です。 
●11月より、男性会員はネクタイ着用です。 

 

 

 

 

 

創立 55周年実行委員長 

内山 泰成 会員 

 

クラブ創立 55年記念誌 

完成の報告 

 

 

＜部会＞ 

ゴルフ部会 幹事 

結城 剛 会員 

 

 

第 3回 ゴルフ部会(10/12高麗川ＣＣ)報告 

《 優 勝 》 中谷 輝彦 会員 

第 4回 ゴルフ部会開催についてのお知らせ 

   4/7(日)鴻巣ＣＣにて開催予定 

 

 

 
 
大楽 剛、井上勝美、矢部正博、永井 博、 
押野一郎 各会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

新藤信夫、内山泰成、鈴木恭二、髙橋秀樹、 

染谷義一、齋藤政春 各会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自己紹介 

皆さんこんにちは。ムハマド

ナジムと申します。マレーシア

出身です。現在埼玉大学で電気

電子システム工学科の４年生

です。高電圧研究室に配属して

います。この写真は私の結婚式

に取った写真です。今年の３月

に結婚しました。妻は埼玉大学

の卒業生です。今、マレーシア

で翻訳者として働いています。 

 
２ 世話クラブ・カウンセラー紹介 

 

 

 

 

 

 

 

私の世話クラブ大宮西ＲＣの今年度のクラブテーマ

「ロータリーの旅を楽しもう!!」というテーマにあ

る通り、楽しんでいます。会長の新井さん、学友会

長のキムさん、カウンセラー高橋さんと藤島さん。 

私のカウンセラーは髙橋さんです。ストイックでカ

ッコイイ方です。実は私のお父さんの性格と似てい

ますので、髙橋さんは私の日本のお父さんみたいな

方です。 

委 員 長 報 告 

ＲＬＩ Part1 修了証授与 

幹 事 報 告 地区会員増強維持部門 

新入会員紹介 表彰状授与 

米山記念奨学金授与 

米山記念奨学生卓話 

プレゼンテーター 

大竹 庄藏 会員 

ムハマド ナジム 

ムハマド シュクリ 君 



 

３ 研究内容等 

私の研究テーマは「繰り返しインパルスジェネレ

ータの高効率化」です。 

簡単に説明すると、私は高電圧が発生できる回路を

設計しています。基本的に毎日研究室に行ってパサ

コンを使って回路をソフトウエアでシミュレーショ

ンを行い、実際に基盤を作っています。 

 

４ 出身国・出身地紹介 

知らない方も

いるかも知れな

いが、マレーシア

はこの半島の部

分だけではなく、

ここの方もマレーシアです。 

マレーシアの人口は 3 千万人です。面積的に日本と

あまり変わらないですので、人口密度は日本に比べ

てやく１/４です。私の出身はマレーシアのセランゴ

ール州です。イメージとして、セランゴール州は埼

玉のようなところです。マレーシアの首都のクアラ

ルンプールはセランゴール州の真ん中にあります。

クアラルンプールに働いている人々がセランゴール

州に住んでいます。３歳からイギリスに引越ししま

した。当時お父さんは院生の勉強のためでお母さん、

私、と妹を連れてイギリスに留学しました。コヴェ

ントリーという町に住んでいました。９歳になって

からマレーシアに戻りました。 

 

５ 日本での留学生生活の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大学生活としてはこういう感じです。工学部に配

属していますので、授業だけではなく、実習や実験

を行っています。特に、今年から４年生になりまし

たので研究室に入りました。小さい頃から「発明者」

という夢を持っていました。研究室で白衣を着て、

好きな物を発明するのが憧れでした。私にとっては

工学部の勉強は非常に大変だと思いますが、工学と

いうのが本当に好きなので実験や授業などは楽しん

で頑張って勉強をしました。 

写真は私の親友の三人です。勉強や遊びもこの４人

でやっています。その他に、小さい頃から音楽が好

きでした。１１歳の時に家の物置に壊れたステレオ

スピーカーシステムがありました。私がそのスピー

カーシステムをばらして見ました。それで電気屋さ

んに行って、パーツを買って、修理をしてみました。

１週間後に、やっと修理することに成功しました。

そのスピーカーの壊れた配線の３本ぐらい置き換え

ましただけだったですが、修理できて嬉しかったで

す。そのスピーカーを自分の部屋に置きました。洋

楽のロックとポップスが好きでバンドが憧れでした

が楽器や人前で歌う勇気がなかったです。実は高校

の終わりまで、私はカラオケに一回もいったことが

ありませんでした。埼玉大学初めてからコピーバン

ドサークルに入りました。サークルのみんなが優し

く受け入れて、楽器だけではなく今はボーカルもで

きるようになしました。サークルではギター、ベー

ス、とボーカルをやっていてイギリスとアメリカの

ロックのコピーバンドをやっていました。 

 

６ 将来の目標 

就職活動は去年から始まって、無事終わりました。

奨学生になって、就職活動に注目して頑張ることが

できました。カウンセラー、ロータリアンや学友の

方々から貴重なアドバイスや情報をいただき、第一

希望の会社から内定をもらえました。これはすごく

良かったです。その会社はローランドという電子楽

器メーカーです。私の大好きなブランドで、いつも

ローランドの製品を使っています。今回の就職は来

年卒業しましたら、４月に静岡県の浜松市にあるロ

ーランドの本社に２年間研修を行う予定です。そし

て、マレーシアに帰って、ローランドマレーシアの

工場でエンジニアとして働きます。これで自分の夢

と好きなことに頑張ることができ、将来、日本とマ

レーシアを結ぶ懸け橋となって活躍できるようにな

りたいです。 

 

７米山奨学生になってどのように生活が変わった

か 

以前、アルバイトをしながら大学に通っていたの

で時間が足りていませんでした。特に試験の時やレ

ポートがたくさんある時です。遊ぶ時間も友達と付

き合う時間あまりありませんでした。奨学生として

大学の勉強や研究に注目することができるようにな

りました。そして、奨学生になってから奉仕活動に

参加するチャンスが多くなりました。今まで奉仕活

動は大学を通して参加しましたが、年に１回くらい

しか行ってなかったです。例えば大学の周辺の清掃

や小学校での交流会です。米山記念奨学生として奉

仕活動のプログラムが沢山あるので楽しんで参加し

ています。これからも積極的にもっと多く奉仕活動

プログラムに参加したいと思います。 

それに、奨学生になってから、日本語がうまく話せ

るようになりました。世話クラブの例会でロータリ

アンとの話し合いとスピーチを通して日本語の練習

ができています。世話クラブの他に、ロータリーの

プログラムが沢山行われていますので奨学生、学

友、そして他のクラブのロータリアンとも話し合

いが沢山でき、日本語がますます練習して、色々

な知識を得ることとシェアすることができてい

るのは本当に素敵だと思います。 



 

最後に、下の写真は９月の上旬に行ったローランド

のインターンシップの最終日の集合写真です。ここ

にいるマレーシア人はみんな内定をもらった留学生

さんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜松にいって２週間研修をしました。私はローラン

ドの子会社のボスに研修を受けました。ボスのほう

はギターアンプとエフェクター中心ですので、私に

とってとても嬉しかった。また来年の入社楽しみに

しています。それまで研究生活とロータリー生活を

頑張りたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 


