2019-2020 年度

第 2619 回例会
令和元年 10 月 16 日（水）晴れ
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ジョルダヤコヴァ・サウレ様
2015 年・2016 年 米山奨学生

佐藤美成会員

今後の予定
2019-2020 年度／東井 重和会長
今回の台風 19 号は甚大な被害を各地にもたらしま
した。自然災害の恐ろしさを更に皆様認識したので
はないかなと存じております。その中で、豪雨の中
防災に努める方、救助に尽力される方を拝見します
と私たちは、災害時には何もできなく通り過ぎるの
を待つしかできないと考えていくと、平常時に何か
をしなければいけないと強く感じさせていただきま
した。当社もそうですが、今後もこの被害の 2 次、
3 次被害が発生する可能性もございますので、引き
続き安全第一で行動を宜しくお願いいたします。
２日のガバナー訪問後、５日に 3RC 合同例会、７
日に地区ゴルフ大会、９日には神奈川県 RC 野球連
盟野球大会とご参加の皆様方にはご対応いただき、
誠にありがとうございました。特に、野球大会では
松下監督の的確な采配により宿敵の本厚木 RC に圧
勝し結果優勝いたしました。濱田 PG も来られ、開
会式と懇親会の挨拶をされました。ご祝儀ありがと
うございました終わりには次年度大会担当の我がク
ラブの築城エレクトが会を締められ大変楽しい大会
を経験させていただきました。
本日は伊勢原 RC から輩出した、米山奨学生のサウ
レさんの卓話です。現在は学友の立場で地区ロータ
リーで講演を行うなど、優秀な学友が多い中でも更
に優秀で人柄も素晴らしく将来、正にカザフスタン
と日本を大きくつなぐ架け橋となるのは間違えござ
いません。将来が楽しみでございます。先日、財団
と米山奨学金の中間報告が築城エレクトからござい
ましたが奨学金は、精一杯ご協力いただき仙波委員
長を頑張っておりますが財団に比べると少し元気が
ございません。今日をきっかけに引き続きのご協力
の確認を宜しくお願いいたします。

・10/19(土) [第 2620 回]
・10/20(日) [第 2620 回]
・10/23 [第 2620 回]
・10/30 [第 2621 回]
・11/6 [第 2622 回]
・11/13 [第 2623 回]

地区大会：ホテルセンチュリー相模大野
地区大会：相模女子グリーンホール
地区大会振替休会
卓話：高梨浩樹君
卓話：伊勢原市長 高山松太郎様/名誉会員
卓話：礒﨑貴史君

幹事報告
★ガバナー事務所より
・インターアクト年次大会登録のお願いが配信されております。
日 時：11 月 23 日(土)勤労感謝の日 9:30～受付 10:00 開会式
会 場：神奈川県立弥栄高等学校
登録料：お一人 ３,０００円
締 切：10/18(金)迄
・新会員の集いのご案内が配信されております。
日 時：12 月 7 日(土) 14:00 開会～20:00 閉会
会 場：藤沢商工会議所「ミナパーク」 ６階 多目的ホール①～③
内 容：講演、ディスカッション、大懇親会、その他
会 費：5,000 円
資 格：入会３年目までの会員、および会員候補者、クラブ会長、担当委員長
締 切：11/1(金)迄
・北鎌倉女子学園中学校高等学校インターアクトクラブ加盟認証伝達式ご
参加のお願いが配信されております。
日 時：2019 年 11 月 4 日（祝・月）
受付開始
15：30 ～
加盟認証伝達式 16：00 ～ 16：45
懇親会
17：00 ～ 18：30
場 所：鎌倉パークホテル 地下１F 洋室宴会場「翠雲」
会 費：6,000 円
締切：10/24(木)
・ハイライトよねやま 235 が配信されております。
★例会変更のお知らせ
秦野中 RC
11 月 1 日(金)
→
11 月３日(日)
市民の日(3RC 合同奉仕活動)へ振替
時間：11 時 30 分より
場所：文化会館駐車場
11 月 22 日(金) →
移動例会
点鐘：12 時 30 分
場所：北京館
11 月 29 日(金) →
通常例会
点鐘：12 時 30 分
場所：秦野商工会議所 4F
★伊勢原 RC より
地区大会予定表と出席確認表をご確認ください。

スマイル報告

濵尾 ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／田中徹君／佐伯崇興君／山口知英君
松下孝君／井戸川秀治君／山田昌紀君／外谷正人君／熊谷勝利君／濵尾ゆかり君
[会員誕生祝い]

飯田隆三君

[会員誕生祝い]

天野耕一郎君

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。早いも
ので、当クラブでも年齢順では
上から数えた方が早くなりまし
た。でも益々充実した人生を楽
しんでいます。

[会員誕生祝い]

堀口雅巳君

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。59 才に
なりました。最後の 50 代を楽し
みます。

会員誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。62 年
経ちました。今生きていられる
のも、皆様のおかげです！

[配偶者誕生祝い]

外谷正人君
奥さんの誕生日をお祝いいただ
き、ありがとうございます。今年
の誕生日は、青森で迎えさせて
あげました。自宅以外の誕生日
は初めてだったので大変喜んで
おりました。

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[創立記念祝い]

荒巻哲朗君

戸田裕士君

田村貴寿君

小山博正君

結婚記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。52 年に
なります。今までは支えていた
のに、4～5 年前から支えられて
います。

出席計算に用いた数

58

結婚記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。長女が
5 才なんで、多分 7 年目になり
ます。

創立記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。先日、
国家資格の「運行管理者」に合
格しました。来年の 20 周年に
向けて、引き続き頑張ります。

秋山 哲也／ 出席・プログラム委員長

出席報告
会員数

結婚 27 周年になります。あっ
という間にこんなに長い月日
が流れました。この先大丈夫か
心配です…仕事のパートナー
としても大切なのは妻です。

56

出席者数

38

出席率(％)

67.85

前々回修正出席率(％)

なし

MAKE UP
萩原庸嘉君→秦野名水 RC
堂前慶之君→藤沢 RC
神奈川県 RC 野球大会
濱田君・東井君・𡈽屋君・松下君・井戸
川君・築城君・村上君・東君・大垣君

委員会報告
＜外谷正人/財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 12 口 財団寄付がございました。ありがとうございます。
＜田中 徹/友好クラブ副委員長＞
[伊勢崎 RC 調印式]
11 月 6 日(水) 伊勢崎市内にて調印式、7 日(木)親睦ゴルフコンペが行われます。9 名で参加して参ります。
＜天野耕一郎/親睦委員長＞
[クリスマス例会]
12 月 18 日(水) 天 (伊勢原駅北口市営駐車場前) にて行いますので、ご家族お誘いあわせのうえご参加ください。
詳細は後日お知らせいたします。

神奈川県ロータリー野球大会優勝

卓 話

ジョルダヤコヴァ・サウレ様／2015 年・2016 年 米山奨学生 (現在/米山学友 東海大学博士課程)
2 年半ぶりの例会参加です。今日は、米山奨学生に選ばれてという題で卓話をさせて頂きます。
自己紹介をします。カザフスタン出身で 2010 年 3 月に初来日し、最初の１年間は日本語学校に通いました。その後留学
試験を受けて、東海大学に入学しました。この時は国費で留学しました。そしてカザフスタンで問題になっている、環境
問題について学びたいと思って学科を選びました。日本でも様々な公害がありましたが、現在は環境に優しい社会が作ら
れて、空気も川も綺麗になっています。その技術を身に付けたいと思い、日本に留学しました。5 年間勉強した後、もっ
と勉強したいと思い、修士課程に入学することにしました。しかしその時には、国費の奨学金が終わっていて、経済的に
苦しかったのですが、その修士課程の２年間を米山奨学生として皆さんにお世話になり、ロータリーの活動をしました。
この間、研究を始めましたが、研究すればするほど、自分に合っているという事がわかり、その専門家になりたいと思い
ました。そして博士課程に入りました。今は東海大学の総合理工学研究科総合理工学専攻の博士の 3 年生です。進学する
ためにまた奨学金を探さなければならず、1 年目は College Women’s Association of Japan という財団から奨学金を頂
きました。この奨学金は、全国で一人しかもらえない奨学金でしたが、私がその一人として選ばれました。これは 1 年し
かもらえないので、今は国土育英会奨学金をもらっています。この経験により奨学金について、色々と学生から聞かれた
りしています。
米山奨学生になった事が、その後の奨学金を貰ったり、研究を続けられるきっかけになったと思います。米山奨学生はま
ず学業を頑張らなければなりません。すなわち学問に対する研究の目的・目標を明確にし、成果を出すために努力しなけ
ればなりません。勉強している間に色んな会社でインターシップも受けました。パナソニック、東芝、日立、RAUL 等で
す。またこの間環境教育インストラクター資格を取得しました。研究について色々なシンポジウムや学会に参加しました。
国内外でおよそ 20 件の学会で発表しました。スペインの学会にも参加できました。これは皆様のお陰です。米山奨学生
は学業以外に色々な活動に参加しなければいけません。これは異文化理解のために必要です。例えば、国際大会等に参加
した時、色んな国の学生と会いました。そこで異なる言語・文化・習慣などを理解するようになりました。私は米山奨学
生の友達はとても大切だと思っています。彼らから色々なことを学びました。今でも学友になって連絡を取り合ったりし
ています。
米山奨学生は学業・異文化理解の他にコミュニケーション能力も身に付けなければなりません。人間関係における円滑な
コミュニケーションスキルが必要だからです。そのコミュニケーションスキルは毎月例会に参加したり、卓話で発表した
り、下部のメンバーと連絡を取ったりして身に付けました。そして学友等のネットワークや人脈もでき世界を広げました。
今は後輩留学生に対し、米山奨学生のことを説明しています。
母国カザフスタンのことをお話しします。
カザフスタンは中央アジアに位置するもとはロシアの国です。全世界で９番目に国土が広い国です。
国土は日本の７倍 人口は日本の 1/7
首都はヌル・スルタン
全国土の半分近くが砂漠。年間降水量 100～600mm 水不足が問題。金属鉱物資源が豊富。
エネルギー自給率 200％。その内 50％は石炭。このため二酸化炭素排出量が高い。この石炭依存度を減らさなくてはなら
ない。公害、気候変動等の問題が発生しているため政府は再生可能エネルギーの開発に注目している。
2020 年 3％→2030 年 10％→2050 年 50％目標
再生可能エネルギーとして、水素エネルギーが注目されている。カザフスタンの自然状況、経済成長などを考慮し、持続
可能な環境負荷の少ないエネルギー源として、水素エネルギーの可能性について検討しています。
皆様のお陰で研究ができています。この支援を無駄にしないよう今後も研究を続けたいと思います。いつも暖かく迎えて
くださり、ありがとうございます。

