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前回の例会報告

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　
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メイクアップ

10月23日（金）

10月30日（金）

10月16日（金）

次回の例会案内

皆さん、今日は。2週間ぶりの例会ですが、遅ればせながら、過

日の 20周年記念事業のご協力、有難うございました。改めて感

謝申し上げます。事業を通して「福井あじさい RC」の素晴らし

さが良く分かりました。一つ目は、「あじさい RC」会員みんなの

まとまりというか団結力が強くて、行動力があるところです。二

つ目は、会員各々が年齢・男女に関係なく、純粋に率直に物事に取り組むところで

す。準備から本番そして後片付けと、しんどいことや人前で少し恥ずかしいことで

もロータリアンとして、NOと言わずに実行されました。本当にありがとうご　ざ

いました。

本日もよろしくお願いします。

会長挨拶

卓　話

○現在会員　62名　　○出席者　 34名
○届欠席者    28名　     ○出席率 　55%

橿尾輝之

○開会点鐘　１2時0０分
○ロータリーソング斉唱　「四つのテスト」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブフォーラム
○閉会点鐘

米山奨学生　ロー ルイ シャン様

職業奉仕委員会

阿部和久、朝田健一、藤井誠也、藤岡茂樹、福澤幹也、古市恭也、日置友純、堀川和子、細川直人
稲津敬史、橿尾輝之、加藤達夫、河合正浩、小寺邦夫、近藤実、桒野幸信、孫﨑健次、増田浩三
松原淑裕、松本喜市、南伊津美、光山晃、森陰輝夫、中村栄子、野原哲也、太田宏史、太田貴司
大島友治、齊藤稔、末永雄樹、高嶋隆博、竹内義隆、田中義乃、常山由起子、刀祢裕一、辻川貴宏
坪川俊仁、梅本知恵理、内海晴藏、山下徳太郎、横山剛史
（20周年記念事業）
竹内義隆、松本喜市、福澤幹也、細川直人、橿尾輝之、坪川俊仁、吉川浩司、太田貴司、下家茂
（情報集会第1班）
辻川貴宏、河合正浩、藤岡茂樹、堀川和子、横山剛史、近藤実、小寺邦夫、中村栄子
（情報集会第2班）
刀祢裕一、藤井誠也、廣瀬充、加藤達夫、橿尾輝之、長井眞見、高嶋隆博（情報集会第3班）
桒野幸信、阿部和久、下家茂、稲津敬史、藤岡茂樹、石田達也、田中義乃、内海晴藏
（情報集会第6班）
近藤実、田中隆藤、古市恭也、藤岡茂樹、藤井誠也、南伊津美、野原哲也、齊藤稔、辻川貴宏
河合正浩、横山剛史（情報集会第7班）

森陰輝夫（福井東RC）（福井フェニックスRC）
大島友治（地区青少年育成委員会）

こんにちは！福井あじさいロータリークラブ世話留学生のルイシャンです。本
日、この例会という場で卓話をさせていただき、とても光栄に思います。私につい
て話したいと思います。本日、4 つエピソードを話す予定です。まず、出身地のマ
レーシアからしたいと思います。二つ目、日本に留学するきかっけです。三つ目は
米山奨学生の生活と四つ目は今後の抱負です。最初に、マレーシアの紹介をさせ
ていただきます。マレーシアは東南アジアにあります。タイ、インドネシアとブル
ネイと陸上の国境線と接しています。マレーシアはまず1957年の8月31日にイギ
リスより独立した。また、1963年9月16日にマレー半島とボルネオ島とマレーシ
アを成立した。マレーシア独立してから63年目です。次に、マレーシアの民族を
紹介したいと思います。マレーシアは多民族国家であり、マレー系は国民の65%
に占めています。二つ目に中華系が23%、残りがインド系と先住民になっていま
す。マレーシアの異文化交流を促進するために、色々なイベントを開催します。例
えば、それぞれの民族のお正月に、全国と州レベルのお祝いイベント(open 

house)を開催します。また、団結の意識を育てたいを目的として、国民の教育制度にマレー語を習う必要になっていま
す。
次に、マレーシアについて紹介します。マレーシアの観光業界は製造業と商品に次いで、マレーシアのGDPに3番目に
大きな貢献をしています。毎年平均26,000,000の観客が来ています。また、世界遺産として認定された場所もいくつか
あります。マレーシアの熱帯雨林、猩々、マラヤ虎、バク、パンゴリンなど貴重な動物の自生地になります。マレーシア
政府も観光業界を発展するために、色々な政策を実施します。一つ目は色々なスポーツイベントを開催します。例え
ば，バドミントン・オープン、F1マレーシアグランプリなどです。次はマレーシアマイセカンドホームプログラム
(Malaysia My Second Home)です。これは政府が海外移住者を招致するための政策です。マレーシアは「物 価」と「気
候」、「治安」、「言語」の四つの要因により、 近年来参加者が段々増えています。次に、マレーシアも豊かな石油と天然ガ
スの自然資源を持っています。石油は火力発電に使われているだけでなく、輸出品として、国のGDPに貢献してます。
また、マレーシア一年中雨水が豊富であり、水の蓄積のダムより、水力発電をしています。豊富の雨水も農作物の成長
に有利です。マレーシアはインドネシアの後ろにパーム核油の世界輸出者の第2位です。また、今年新型コロナウイル
スの影響で、ラバーで加工したメディカルグローブの需要が高くなっています。ラバーも重要な輸出品として、国の経
済発展に貢献しています。　

○開会点鐘　１2時0０分
○ロータリーソング斉唱　「それでこそロータリー」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブ協議会
○閉会点鐘



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者

22 名 　　27,000 円　　今年度累計　334,000 円

ニコニコ箱報告（順不同/敬称略）

17 名　17,000 円

12 名　12,000 円

12:00～12:30

18:00～18:30

　2020.10/16
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クラブ会報委員長/ 稲津敬史

県内クラブ
例会日

ビジター受付

火曜日

月曜日

水曜日 木曜日 金曜日

福井南RC

福井東RC

（ザ・グランユアーズフクイ）

（福井繊協ビル 8F）

勝山RC
（勝山市民活動センター）

（AOSSA 3F）
武生RC

（武生商工会館）

若狭RC
（ホテルせくみ屋）

福井フェニックスRC

丸岡RC

（ザ・グランユアーズフクイ） （ザ・グランユアーズフクイ）

（丸岡城のまちコミュニティセンター）

敦賀RC
（福井銀行敦賀支店 2F）

大野RC
（大野商工会館）

福井北RC

福井水仙RC
（福井パレスホテル）

武生府中RC
（越前たけふ農協会館 3F）

敦賀西RC
（敦賀プラザ萬象）

福井RC 三国RC
（三国観光ホテル）

鯖江RC
（鯖江商工会館 4F）

（福井県護国神社）
福井西RC

（ホテル リバージュアケボノ）
福井あじさいRC

前年度累計　439,000 円

橿尾輝之　　昨日一つ目の情報集会がありました。少人数で話しやすく

　　　　　　良かったです。

藤岡茂樹　　手話イベントにご参加、ご協力頂いた全ての皆様に感謝しま

　　　　　　す。ありがとうございました。

長井眞見　　昨日は情報集会で久しぶりに楽しい一刻を過ごせました。

　　　　　　仏教訓より「生のみが我らにあらず、死もまた我らなり」

武田幸夫　　フェスの成功おめでとうございます。

河合正浩　　身体が悲鳴を上げています。

前田和寛　　お誕生日プレゼントありがとうございます。なかなか出席

　　　　　　出来なくてごめんなさい。

末永雄樹　　先日は 20周年記念事業お疲れ様でした。改めて良いクラブ

　　　　　　だなと思いました。

常山由起子　ローさん、卓話楽しみにしています。頑張って下さい。

廣瀬充　　　昨日、第 3班の情報集会お疲れ様でした。楽しかったです。

山下徳太郎　先日の 20周年記念事業では多くの会員に参加いただき感謝

　　　　　　申し上げます。福井あじさいＲＣの団結力を感じ、胸熱く

　　　　　　なりました。これからも手話に関心をもっていこうと思う

　　　　　　この頃です。

大島友治　　２０周年事業とても良かったと思います。昨日は私の誕生日

　　　　　　で～す。

梅本知恵理　鬼滅の刃にはまっています「泣いていい、逃げてもいい、

　　　　　　ただ諦めるな」名言集より

福澤幹也　　こんにちは！

細川直人　　末ちゃんおめでとう！！ほんっとに良かったね！！

桒野幸信　　本日 7時より第 6班の情報集会です。参加される方は宜しく

　　　　　　お願いします。

野原哲也、古市恭也、田中義乃、日置友純、近藤実、辻川貴宏、太田宏史　

福澤幹也、橿尾輝之、藤岡茂樹、長井眞見、田中義乃、太田宏史
桒野幸信、近藤実、日置友純、細川直人、廣瀬充、中村栄子、河合正浩
高嶋隆博、朝田健一、梅本知恵理、野原哲也　各君

梅本知恵理、橿尾輝之、藤岡茂樹、福澤幹也、常山由起子、細川直人
光山晃、桒野幸信、日置友純、朝田健一、高嶋隆博、太田宏史　各君

次に、私のことについて紹介した
いと思います。私はロー　ルイ　
シャンと申します。私はマレーシ
アの中華系です。祖先は中国の広
東省からマレーシアに引っ越して
きました。今年を含めたら日本に
いる6年目です。今福井大学の工学
研究科電気電子工学専攻に所属し
ています。趣味は旅行と音楽を聞

くことです。1981年に、マハティール首相が「東方政策」(Look East Policy)を提唱
した。その時から留学生の派遣事業が始めました。高校を卒業した後、マレーシア
政府の奨学金を合格したので、日本に留学する機会を得ました。マレーシアで２
年間日本語を勉強したのち、千葉県の木更津高専に３年間を通いました。その後、
2017 年4 月から、福井大学に入学し、工学部の電気電子工学課程を専攻しました。
今年の3 月で卒業し、４月から、同じ大学で進学し、今は修士２年です。日本になぜ
留学しに来た原因を４つにまとめました。まずは日本のアニメとドラマです。日
本のアニメはマレーシアでも人気です。例えば、ドラえもんとコナンです。子供の
ころも私はドラえもんになりたかったです。二つ目は日本の製品の魅力です。高
校の時に、ウオークマンが人気があり、私もウオークマンの仕組みにとても興味
を持っていました。それをきかっけになって、エンジニアになる夢を生み出した。
また、日本の食文化と四季の気候もとても魅力的だと思います。私は日本に来て
初めて四季を体験することができた、特別な経験だと思います。最後に日本人の
性格です。日本人が電車が遅れないようにの時間管理、真面目な態度を尊重して
います。それも勉強になることと思います。また、日本人は観客に持っているおも
てなしの精神です。それは日本の観光業界が発展する魅力点だと思います。
　続いて、私は日本にいる留学の生活について話したいと思います。日本にいる
間に、専門と研究に集中することだけでなく、バイトをしていました。また、自分
の研究結果を学会発表で発表したことができ、とても良い体験でした。勉強と研
究の他に、私も友達と色々アウトドアイベントを楽しんでいます。例えば、ハイキ
ング、花火大会、ご飯会、スノーボードイベントなどのイベントをしていました。
また、今年の四月から米山奨学奨学生になっており、半年間にロータリークラブ
と色々出会いがありました。例会、バーベキューイベントと手話を広がるイベン
ト（Dreamfes）でロータリークラブのメンバーと色々な交流ができ、楽しい時間
を過ごした。
　最後に、米山奨学生の感想を共有したいと思います。今年四月から半年間の間
に、ロータリークラブと色々な出会いで、色々な交流をでき、私は日本とマレーシ
アのかけ橋になれることを意識しています。また、ロータリークラブの理念を同
感し、これから自分が活かせる知識を社会に貢献したいと思う。また奨学金より
生活費の補助があり、研究と勉強を集中することができ、とても感謝しています。
今後の抱負については、まず、卒業するために、修士の論文を完成することです。
次に、日本の半導体ファウンドリー専業メーカー会社で働いて、立派な技術者に
なることを目指します。5年～10年後、帰国母国と日本のいい関係を築く国際社会
で活躍したいと思います。最後までお聞きいただき、ご清聴ありがとうございま
した。


