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点    鐘   会長  高野 祐二 

唱  和  四つのテスト 

ソ ン グ   奉仕の理想 

会長挨拶   会長  高野 祐二 

幹事報告   幹事  板倉 孝雄 

プログラム   

①誕生祝  吉原久男会員、髙山義則会員 

      

②会員卓話 鈴木先生      

     「新型コロナの現状について」 

 
 

 
 

高野祐二会長より 

誕生祝いありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高野 祐二 会長 

 
皆様こんにちは。 

例会は、昨年１２月１６日以来、約３か月ぶりの

開催となります。 

１月８日に緊急事態宣言が発令されてから再延長と

なり２か月と２週間もの間、自粛生活を余儀なくさ

れました。また、感染者数は下げ止まりの状況であ

り、宣言は解除されましたが未だに予断が許されな

い状況下でございます。そして、大網白里市においては昨日までの感染者数は１０５名と

なっております。そのような状況でありますので、当施設中部コミュニティセンターは飲

食を当面の間禁止ということであります。そのため例会の時刻を変更させていただきまし

た。解除され次第、また元に戻しますのでご協力お願いいたします。 

 さて、久々の例会開催となりますが、本日卓話をお願いしております米山奨学生のロシ

ャーン君が卒業されます。本来であればこの時期、花見例会を開催し最後の思い出作りと

いうことであったのですが、こういう状況ですので開催できず誠に残念であります。 

最後の卓話よろしくお願いいたします。 

 さて、コロナ禍の状況ですが、以前先が見えないウイルスとの戦いであります。 

現在日本では、医療従事者からワクチン接種が始まっておりますが、一般の方々はいつか

ら始まるのかいまだはっきりしない現状であります。ここからお話しするのは、最近テレ

ビなどで報道されて知っている方もいらっしゃるかと思いますが、インドに住む１４歳の

占星術師の予言について要約したものを紹介します。２０１９年８月２２日YouTubuにア

ップした動画が現在起きている状況を予言していたということで注目を浴びているそうで

す。要約した予言ですが、２０１９年１１月にウイルスによるパンデミック発生する。３

月２９日から４月２日にかけてピークに達し、より状況は悪化する。航空業界などを筆頭

に経済的にも様々な困難に直面する。５月２９日以降ゆっくり収束され、７月には一旦収

束する。しかし、２０２０年１２月２０日から２０２１年３月３１日にかけて、世界中で

同時多発的に新種のウイルスが発生する。その新種は今までのウイルスとは性質が異なり、

致死率の高いウイルスで、どんなワクチンも効かないスーパーバグ（超耐性菌）とのこと。

感染経路もわからなく、治療薬もなく対策は一人一人が免疫力を上げていくしかないとの

こと。経済は２０２１年１１月１３日からゆっくりと回復していくとのことです。またこ

れらは、人々の過去の行いに対する責任や天文現象の変化で起こったと説明しております。 

また、自己免疫力を高めるためには、運動や睡眠をしっかりとること。健康な精神状態を

保つこと。有機野菜やウコンを摂ること。と言っております。あくまで予言でありますの

で根拠もありません。ただ規則正しい生活をしていればウィルスを寄せ付けないのではな

いかと思います。ワクチン接種するまでは、充分気をつけて行動してください。 

例会日 3月24日 2月例会無し 

会員数 30 30 

出 席 19 0 

欠 席 11 0 

ＭＵ 0 0 

免 除 4 0 

出席率 76.67 0 
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１．経過報告  

1 月 8 日から緊急事態宣言が発せられ、1 月13

日の理事会で宣言中の休会が確定しました。 

2月3日に4人会議で宣言延長期間の休会を決し、 

3月10日に理事会を開催して緊急事態宣言中の

休会、解除後の会場の固定化、開始時間12時と

し昼食の弁当用意を決めました。 

２．理事会報告 

① 例会の開催要領について 

② 新・米山記念奨学生の報告  

大網ＲＣ4月から2年間の世話クラブとして 

スリランカ 東京理科大学 3年の女学生 

氏名 マハナマ ロタウｴワ ララーラ ゲダ

テ、ニルシカ デイルハニ さん   

カウンセラーは佐藤廣子会員に依頼 

③グループ再編成とガバナー補佐の選任について 

グループ編成は2年間後に向けて検討、実施予定  

ガバナー補佐は４グループの未定 

＜漆原ガバナーから報告＞ 

④ 子ども食堂について 

３月２５日 第６回の開催 食材等の協力をお

願いします。 

次回 ５月より変更、人数拡大など 

年間１２万円の予算化 

⑤ ２０２０－２０２１年度地区大会開催について 

５月９日（日）のみ開催   

参加者は会長・幹事 あるいは２名限定 

３月３１日 報告締切日 

⑥ スリランカクラブ入会のご案内   

四之宮会員入会  

⑦ 2021年度 決議審議会  

決議案の提出は4月30日までに 

⑧ クラブ親睦活動 3月25日（木）  

親睦ゴルフ大会を開催   

 

２．２７９０地区 セミナー報告  

① 3月13日 米山記念奨学生・修了式及び歓送会  

② 3 月 21 日 ロータリー学友による被災地復

興チャリティーコンサート 

③ 5月17日 地区大会ゴルフ大会  不参加  

④ 延期・変更・中止の案件  省略 

 

３．例会の予定 

 4月7日（水） 通常例会・理事会の開催  

 

 
 
 
米山奨学生 ヘランバ アーラッチゲー, ディヌカ ロシャーン ヘランバーラッチ 様 
 

皆様こんにちは。本日私最後の例会となりますが、ロータリ

ー米山記念奨学生として皆様の前で深く感謝の言葉を述べさ

せていただきます。新型コロナは日本だけじゃなく世界のどこ

でも広がり、とても大変な一年でした。それにもかかわらずこ

の一年間ロータリアンの皆様にお世話になっておりました。 

心から感謝の気持ちを申し上げます。 

ありがとうございます！！ 

世話カウンセラー石田英世様からも貴重なアドバイスをもら

ったり、私のために自分の大切な時間を使ったり、この一年間大変お世話になりました。ありがとう

ございました！！日本に留学して勉強している今日この頃、新型コロナの影響で、仕事も減り、収入

も減り、大変苦労して来ました。その時頂いたロータリー米山記念奨学金のおかげで、大学を無事に

卒業することが出来ました。また、日本の就職も決まりました。これはすべて私のために“ロータリ

ー”という扉を開けてくれたからです。学生生活はこれで終わっても、これからは米山学友会と繋が

りを持ち、皆様と積極的に活躍して行きます。これからも宜しくお願い致します。 

 

＜ 卓 話 ＞ 

 

今日皆様の前で、私のことについて卓話をさせて頂く事は大きな喜びです。テーマは「自己紹介」

ですが、過去，現在、未来と言う三つのテーマに分けて卓話させて頂きたいと思います。 

私は南アジアに位置する海に囲まれた小さな島国スリランカで生まれました。ディヌカロシャーン

と申します。スリランカの出身です。2015年日本に留学し、今年千葉県八千代市にある秀明大学観光

ビジネス学部を卒業しました。出身地はコロンボです。スリランカで育ち、スリランカの高校で上級

レベル医学部を卒業しました。スポーツも好きで、学校でバトミントンをやっていました。最近の趣

味は旅行ですが、日本に来る前は、たくさん本を読みました。特に、スリランカの歴史や文化に関す

る本、また、諸説などにも興味がありました。日本に来た後、美しい日本をたくさん見たい、日本の

歴史や文化をもっと知りたい、勉強したい、という気持ちが強くなって来ましたので、時間がある時

に旅行をしていました。日本では 日光、山梨県、富士山などの様々な所へ旅行しました。 

その中でも、一番印象に残っているのは富士山です。富士山のきれいな景色やその美しさが今でも印

象に残っています。 

私の家族ですが、5人家族です。両親と妹と弟です。みんなスリランカに住んでいます。お父さん

は木材を扱う会社を経営しています。お母さんは主婦です。妹はスリランカの大学を卒業しました。

弟は現在会社員として勤務しています。 

これから皆様に母国スリランカを簡単に紹介させていただきます。スリランカは南アジアで、イン

ドより南の方に位置している、海に囲まれた島国です。国名の日本語の表記はスリランカ民主社会主

義共和国です。日本では昔から「セイロン又は紅茶の国」として有名になっていたと思います。 

スリランカの面積は約６万５，０００平方キロメートルであり、北海道の約０.８倍の面積です。北海

道より小さな島です。人口は約２,０００万人です。首都 スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテです。

主な民族はシンハラ人であり、タミル、イスラム、バーガーという民族の人達も平和に協力して暮ら

しています。公用語はシンハラ語です。英語とタミル語も使われております。２，５００年の歴史を

持ち、文化に富んだスリランカは輝くビーチ、豊かな世界遺産、美しい景色がたくさんあるところで

す。平均気温２７℃であり一年中温かい国です。スリランカは小さい国ですが、観光地がたくさんあ

ります。世界的にも人気ある観光スポットです。特に日本でも人気があり、日本人の観光客もたくさ

ん訪れています。特におすすめしたい場所は「キャンディ」です。スリランカを代表する仏教のお寺

や美しい街並みがありスリランカらしさが溢れる「キャンディ」を自慢したいです。また「シーギリ

ヤ、ヒッカドワビーチ、コロンボ、ゴール」なども人気ある観光スポットとしてお奨めさせて頂きま

す。 

これからスリランカの料理を簡単に紹介させていただきます。日本との全く違う食文化があるスリ

ランカは自然の物から作られた香辛料を使用した、スパイシーな名物グルメや優しい甘さのお菓子な

どの美味しい食べ物がたくさんあります。肉や野菜を煮たものが多いです。基本的には「ライスアン

ドカリー」、つまり「ごはんとおかず」です。スリランカのおかずは香辛料で調理されているため、日

本人にとっては 「すべてカレー」という印象になります。特にスリランカのカレーは日本でも人気

があります。良かったら皆様も一度スリランカへ旅行してスリランカの美味しい料理、きれいな景色、

もちろん温かい心を持ったスリランカの人々の「スリランカのおもてなし」をぜひ楽しんで頂きたい

です。次は、少し私と日本の関係について紹介したいと思います。私は初めて日本のことを意識した

のは中学生頃です。それはスリランカのテレビで放映された「おしん」と言うテレビドラマを見て母

国スリランカと全く違う日本の文化や歴史を新鮮に感じて、特に美しい着物や挨拶をする時のお辞儀 

幹  事  報  告  
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大越 会員 より 

 

※5月より変更 

5月22日(土)・11/27(土)・1/22(土)・3/26(土)

開催予定 

ひとり親世帯から市内子育て世帯へ対象を切

り替え 

1回当たりの食数を20食→50食へ変更  

開催回数７回から4回に縮小 

ドライブスルー方式にてお弁当・食材の配布

を予定 

開催日時は、暑い時期（7月～9月）を避けた

奇数月の第4土曜日の昼食となります。 

をする礼儀正しさなどにとても感動したからです。そのドラマで見た日本の昔の風景がとても気にな

りました。その後も日本のアニメや映画を見て、私も一度日本に行って、その日本の昔の伝統的な風

景を実際に感じたい、美しい日本を目で見たい、という強い気持ちを持ちました。その位日本が好き

でした。その後母国スリランカの高校を卒業し、留学を決意しました。留学先を選ぶにあたり、両親

からもさまざまな意見がありましたが、世界のたくさんの国々の中から私的には日本が一番でした。

なぜならば、こどもの頃からあった「日本へ行きたい」という強い思いを叶えることになるからです。

それで両親も留学先として世界の他の国々より犯罪履歴が少ない、安全な国として日本は安心できる

ところだと賛成してくれました。高校を卒業後、ＩＴの専門学校に入り、パソコンで、グラフィック

デザイニングを学びました。そのあと留学費用を準備するために、以前学んでいた専門的な知識を活

かしてスリランカの広告会社に就職し、グラフィックデザイナーとして勤務しました。それで留学費

用を早めに準備することが出来、日本への留学が叶いました。 

次に現在ですが、２０１５年１０月３日初めて日本に来て習志野外語学院と言う日本語学校で１年

半日本語を勉強しました。日本語学校に通いながら大学受験をして合格し、日本語学校を卒業後秀明

大学の観光ビジネス学部に入学することが出来ました。大学の授業では観光に関する基本的な知識の

他、お客様に対して「おもてなし」のために必要な知識や技能を学びました。 

私は国際交流をしながら学ぶことを大切にしていました。大学の授業以外、千葉県八千代市の国際

交流イベントに参加し、母国スリランカの紹介を行ったり、大学祭で飲食店を出店するためにリーダ

ーを務めたり又、様々なボランティア活動にも参加しました。様々な国々の人との交流は私にとって

大きな学びを得ました。国の違う人と何かをやり遂げる事は大変さもありますが、その中で新しいア

イディアを交換したり、またコミュニケーションをとることができました。お互いの理解を含めて活

動し、楽しい思い出を作ることが出来たのは、私の人生の中で素晴らしい経験だと思います。 

特にボランティア活動などは、いい思い出を作るためにとても素晴らしい場面です。たとえば、大学

からの薦めで、八千代市新木戸小学校の子供に英語を教えに行きました。そこで子供とさまざまな活

動をたくさんして過ごした時間は今でも印象に残っています。それは忘れられない楽しい思い出とな

りました。 

最後のテーマ、未来ですが、これから 千葉県美浜にある 株式会社協同工芸に就職します。協同

工芸は看板などを作る会社です。以前スリランカで４年間の仕事で得た経験や日本で勉強して学んだ

ことを生かして仕事をしたいと思っています。日本とスリランカ、また世界のたくさんの国々と国際

交流をしながら、自分から社会に役に立つような仕事することはとても大きな喜びです。このように

仕事でたくさんの経験を得て、将来スリランカに帰国し、自分の会社を作りたいです。それで 私は

日本で学んだ、また実際に経験して 感動した 「おもてなし」をもとにして お客様への素晴らしい

セービスをさせて頂きたいと思っています。また帰国した後もスリランカのロータリークラブと繋が

り、社会福祉等、私が社会のために出来る全てのことを積極的にしたいと思っております。例えば、

日本で学んだ日本語を必要な子供たちに教えたり、子供の福祉、もちろん支援も一生懸命したいと思

っております。 以上、ありがとうございます。 

 

 

 

四之宮 由己 会員 

ロータリー財団への寄付金の状況報告 
 

地区から、ロータリー財団への半期6ヶ月分の寄付金状況

が送られて来ました。その資料の一番左と、一番右を見て頂

きますと、左側には上から順に、会員数の多い順番に書かれ

てあります。当クラブは 30 名の会員数で 82 クラブ中の 40

番目に位置して居りまして、丁度真ん中位ですので、まあま

あだと思って居ります。又、一番右側には、ロータリー財団

1 人当りの寄附金の状況が掲載されて居りまして、当クラブ

は会員1人当りの寄附金の順位が上位から数えて40番目で、

こちらも中頃で丁度良いと考えて居りましたところ、板倉孝雄幹事が事務局へ千ドルを持参し

振り込んだそうです。従って順位はもっと上にあがるのは間違いないと思って居ります。財団

への寄附金はRI本部へ半額納め、世界の貧しい人達の為に使われるそうで、現地まで行けない

私達はRIの財団へ納めることが世界の貧しい人達への国際奉仕活動と思えば納得出来ます。 

サジーさんの家族が日本国籍をとりました。それには日本の姓が必要ですので、良く考え、

スリランカは日本の西にある島国ですので、西島サジーの姓を届け出たそうです。従って子供

の名も西島さゆり、西島まゆみとなりました。夫のメルビンさんは母国に母親が居りますので、

日本国籍はとらなかったそうです。娘のさゆりちゃんは、板倉孝雄幹事の奥さんにピアノを教

わり上手になりまして、学校での大きな行事の時にピアノ演奏をしたとサジーさんから報告が

ありました。 

 又、テレビで聞いたお話ですが、アメリカ大統領のお名前を覚えるのに役立つ話をします。

お名前はジョー・バイデンさんですが、福島県にある上梅田駅（かみうめだ駅）という駅があ

り、ジョー・バイデンと呼べば同じ呼び方ですので覚えやすいと思ってお話させて頂きました。 

 

財団寄付金報告 

子ども食堂について  


