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インスピレーションになろう
国際ロータリー会長
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秀夫 会長

第 2846 回

例会の記録 <３月５日＞

会長挨拶

幹事報告

小林

清益

会員

○地区記念ゴルフ大会 5 月 20 日（月）
秋葉

芳秀

冨里久能 C.C.

前会長

今日は古川会長がいらっしゃいませんの
で、私がここに立っております。今日は奨学
生の最後の参加の日です。スピーチをお願い

4 月 1 日～登録

〇次年度ガバナー公式訪問 8 月 8 日(木)
東金ビューRC と合同開催
〇60 周年記念例会 9 月 10 日(火)
18 時からになる予定

しております。一年間、早いものです。
私は税理士が職業ですので、毎年の税制改

会場

エストーレホテル

〇6 月 1 日～

正で世の中の動きをつかむ癖ができていま
す。世の中が動くから税金をこうしよう、と

RI 国際ロータリークラブ年総会

いう改正が多いですね。

東日観光より資料が届いています

今、私が一番注目しているのは、研究開発
都市減税です。企業が生きていくため、日本
が世界の中で生きていくための新しい技術・
発明、こういうものに資金を出し惜しみます

〇4 月 20 日(土)
会場

9 時～部会終了次第解散

東京ベイ幕張

幕張ホール

結婚記念お祝い

と、なかなか前に出ません。国もこういうこ
とを大事に思っているので、投資は必要経
費、損金扱いになります。同時にそれが税額
控除できる。総額の 14 パーセントが法人税
から引けるという、きわめて優れものです。
こういう業種が各地にあれば地域も活力が出
るし企業も一歩先に行けるということは間違
いありません。当地でもそういう企業が出て
くるのが望ましいと思います。

右から

宇野英雄

安藤昇一会員
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会員、吉田克己

会員、秋葉芳秀

おめでとうございます

前会長

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

会専攻の代表に選ばれました。今私は、社会

米山奨学金授与・スピーチ

福祉法人のケアスタッフとして仕事をしてお
ります。ちょうど、もうすぐ二か月になりま
す。少しずつ慣れてきました。一番感謝した
ことは、日本人のスタッフの方々がとてもや
さしく仕事を教えてくださることです。皆が
やさしく丁寧に教えてくれました。
近年日本で外国人留学生の人数が増えてき
ました。日本学生支援機構によりますと、現
在日本の留学生が 23 万 9287 人から 26 万

アニス・コイルン・ニサさん(右)小林信雄カウンセラー(左)

本日は奨学金をありがとうございました。
一年間に皆さんのご理解とご支援をいただい
たおかげで、学習生活に一層専念して励むこ
とができました。また、カウンセラーの小林
先生には最初からやさしくご指導いただきま
したこと、心よりお礼申し上げます。
ロータリーは私にとって日本の親だと感じ
ております。東金 RC 以外の RC での卓話や
松戸中央 RC とのプロジェクトを通しての、
ロータリアンとの出会いがとても楽しかった
と思います。また、ロータリーの社会奉仕お
よび国際奉仕である、ロータリーのミッショ
ンは、地域社会の人々の生活の質を向上させ
るための活動で、そして現在世界で起こって
いる人道的な諸問題を解決する取り組みな
ど、とても素晴らしいと感じました。世界の
理解と平和推進する活動もとても素晴らしい
です。このようなことを通じてインスピレー
ションをたくさんいただきました。
私は今月 9 日に修了式を行い、20 日には
卒業式を行います。先日も学校から連絡があ
り、私は卒業式の時に福祉総合研究会福祉社
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7042 人へと増加したとありました。そのう
ち在日留学生の出身地は最も多いのは中国
(42.2％)です。インドネシア、バングラデシ
ュなどのアジアの学生は 7％を超え、サウジ
アラビア、ウズベキスタン、エジプトなどの
奨学生も増加しています。出身国別にみる
と、イスラム圏出身の奨学生も徐々に増えて
いるとわかりました。
このように、歴史的にも新たな時代とな
り、社会文化的にもムスリムへの理解と対応
が非常に必要となっております。学校では、
ムスリムの留学生のためにハラールフードや
礼拝の場所を提供しサポートすることも増え
てきました。しかし、ムスリムの留学生はヒ
ジャブをかぶっているので、アルバイトを探
すのが大変な現状がありました。イスラム教
の女性たちは、日本語が話せても工場のアル
バイトしかできません。販売や接客のアルバ
イトの機会は非常に少ないです。そして私の
ように実家が裕福でない学生は、アルバイト
をしないと学費に非常に困ります。このよう
な現状を踏まえると、学校や各関係団体が社
会ネットワークを作ることが重要ではないか
と思います。異なる文化・宗教であっても互

============== ========Togane Rotary Club 2018-19 =====================

いに尊重しあうことができれば、国際平和に
つながる第一歩になると思います。
奨学生を修了しても、今後の交流会や研修
会にも参加して、学友会に入ってロータリア
ンとのつながりを続けたいと思っています。
このクラブに対する感謝の気持ちを忘れずに
これからも頑張りたいと思います。今まで本
当にありがとうございました。

カウンセラーより
米山奨学生

アニス・コイルン・ニサさん(中央)を囲んで

ニコニコボックス
孫が医学部に合格いたしました
小林

信雄

会員

千葉学芸高校の卒業式が皆様のおかげで盛大に
終了しました。ありがとうございました。
小林信雄

カウンセラー

高橋

邦夫

会員

カウンセラーを一年間務めさせていただき
ました。菅原ガラス工芸の会長さんのご厚意

いいこと続き

健康を取り戻しました。

により、二人で工場見学をさせていただきま

鈴木

泰道

した。ありがとうございました。会員の皆様
にもそれそれニサさんをご親切に見守ってい
ただきまして、ありがとうございました。ニ
サさんは前途益々発展的に伸びていかれると
思います。その前途を我々一同、これからも
応援しいてまいりたいと思います。一年間本
当にありがとうございました。
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3月5日
会員数 19 名
出席率 73.68％
コイン BOX
ニコニコ BOX

1,649 円
13,000 円

会員

