第 1477 回例会

2017 年 8 月 22 日(火)12:30 開会点鐘 番伊

会員卓話
第 1476 回例会(8/8)報告

戸 田 一 明

進行：間蔵 SAA

◎開会点鐘
◎会長挨拶 多田 会長
・ビジター紹介 加賀 RC 唐谷好二 様・田中宏和 様
・米山奨学生紹介 ハリー･セイザー 君
私は出張が多い為、新幹線や飛行機を使う機会が多い方
です。皆様の中でも色々な経験があると思いますが、私の
エピソードをお話し致します。東京からの帰りでしたが、
その日は飛行機の出発時刻にギリギリで仕事を終えたの
が品川でしたから、京浜急行に飛び乗りました。運良く乗
り込んだ電車は特急で余裕が出来たと喜んでいたところ、
停車駅の京浜蒲田で信号トラブルで暫く停車する旨のア
ナウンスが流れました。マズイと思った瞬間に電車から飛
び降りホームを下り改札をでると、運良くタクシーが一台
居ましたので飛び乗り『運転手さん! 羽田空港へ、急いで
お願いします!』と頼むと何時の飛行機ですか? と返され
時間を伝えると『厳しい時間ですが急ぎましょう』と応え
てくれました。中々走り屋さんでヘアースタイルはリーゼ
ント。信号無視までして出発ロビー入口に着けてくれまし
た。辛くも間に合った訳ですが、振り返ると特急電車から
下車するのが僅かでも遅れていたら、恐らく間に合わなか
ったでしょう。最終便でしたから、次の日の用事に支障を
きたし、挙げ句の果て宿泊費用はかさむはで大トラブルに
なる所を、我ながら自分の判断に満足しまさした。この話
の教訓は皆様も会社経営、或いは何らかの集まりの責任者
を担う時に、類似したような事や問題に遭遇する場合があ
るかも知れませんから、良い結果得る事が出来ます様に、
そして何かの時に幸いと成りますことを希望し、些細なエ
ピソードでしたが実際の私の経験談をご紹介しました。
◎幹事報告 田中 幹事
九州北部集中豪雨被害義援金箱に 28,000 円ご協力頂き、
対外協力金 22,000 円を支出し、50,000 円を送金しました。
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直前会長

◎地区大会 PR 加賀 RC より
10 月 27 日(金)ゴルフ大会
一日目 10 月 28 日(土)
二日目 10 月 29 日(日)
会員の皆さんの多くの登録をお願いします!!
◎出席報告
吉井 クラブ奉仕委員
会員総数 50 名(内、出席規定適用の免除者 5 名) 出席者 38 名
メイク(第 2 回理事会承認分)
8/4 北親会献血会協力：井田、中越、木下徳泰、茶谷、
杉藤、吉井、田中
◎ニコニコ箱紹介 長坂 ニコニコ箱管理小委員長

加賀 RC 地区大会実行委員会
10 月 28･29 日、加賀にて七尾みなと RC 様の多数のお越
しをお待ちいたしております。よろしくお願いします。
多田会長 台風、今のところ何とか石川県はなりそうです
ね！又、無事な事を祈りたいです。ハリー君卓話よろしく
お願いします。
佐味貫義 ハリー君ようこそ。加賀クラブの皆様ご苦労さま。
髙橋 ハリー君卓話楽しみにしています、日本語うまいから
安心です。
山田 米山奨学生ハリー・ゼイザー君卓話ごくろうさま‼
又、加賀 RC の皆様、地区大会 PR ごくろうさま‼
田中 唐谷さん田中さん、ようこそみなと RC へ。先週の花
火いかがでしたか？夏本番といったところですかね、終わ
ると稲刈りです。
姥浦昭二 台風５号が当地を過ぎ去り安心です。米山奨学生
ハリー・セイザー君の卓話を楽しみにしています。
戸田 ハリー君、インドネシアの星となる日を期待しております。
桑原 台風５号、多くの地域に被害を残しながらゃっと日本
をぬけそうですね。ハリー君どんな話が聞けるか楽しみで
す。加賀 RC の唐谷、田中様台風の中ようこそみなと RC
へ、地区大会頑張って下さい。
間蔵 先週の花火例会ご苦労様でした。
加賀 RC 唐谷様･田中
様ようこそ七尾みなと RC ご来尾ありがとうございます。
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中野 ハリー君頑張ってますか？インドネシアへ行きたい
ので、その時はお世話お願いします。
木下敬夫、長、中越、森、姥浦敏明、勝木、山本、魚岸、
西野、岡崎、松井、井田、久保
台風５号の影響が七尾には余りなく良かったです。

8／8 日計 27,000 円 累計 183,000 円

◎ロータリーの友８月号紹介 桑原 雑誌ﾛｰﾀﾘｰ情報小委員長

◎米山奨学生卓話

ハリー・セイザー 君
皆さんこんにちは、改めて自
己紹介をします。
インドネシアから参りまし
たハリー セイザーと申します。
現在は金沢大学の国際学類で
国際関係や国際文化を中心に
勉強しています。

今回は勉強、研究について詳しく話しませんが、また今
度チャンスがあればぜひ皆さんに知っていただきたいと
思います。
今日は、なぜ日本に来たか、どうやってここにたどり着
いたかなど、自分と国について少し話します。
日本にきて大学に入るまでの道が少し長いです。インド
ネシアでは中学校まではごく普通の学生生活を送ってい
ましたが、高校は一変して、一般科目を学びながらサービ
ス・ホテルの知識を蓄える高等専門学校に通いました。こ
の学校では主にホテルの経営や具体的な仕事について勉
強しましたが、その他には観光のことも教えられました。
その時は英語が得意だったので、英語で社会貢献ができな
いかと思ったら、ガイドあるいは翻訳の仕事に就きたいと
思いました。そのためには知識と能力がさらに必要で、大
学に進学したほうがいいと先生に言われました。
しかし当時、父も母も病気ですでに亡くなっていたので、
一人の弟をどうにかしていかなければと思い、大学進学を
いったん諦めて、パートとしてホテルで働くことになりま
した。ホテルで働いて 1 年半経ったあとに、人生の転換
になる出来事が起きました。実は日本で叔父が長年間働い
ています。その叔父がある日電話で話している途中で、
「日
本に来ないか。ここならアルバイトしながら学校に通える
から、大学にも行けるかもしれない」と私を日本に誘って
くれた。
日本を紹介する番組をよく見ていたので、日本にはあこ
がれていました。しかし、前にも言ったように父も母もい
なくて経済的に難しかったので留学は夢のなかの夢みた
いなものでした。弟のこともあり、叔父の誘いに乗るかど
うかまた悩むことになり、家族と相談してから日本への留
学という決意をしました。
日本に来たのは 2013 年でした。その時は静岡の浜松市
にある日本語学校に通うことになりました。また学校では
日本語の勉強と大学受験の準備をしました。叔父からは入
学とアパートの手続きだけをサポートしていたので、学費
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と生活はアルバイトでまかないました。その時のアルバイ
トはラーメン屋でのホールや、宅急便の仕分け担当、ケバ
ブ屋さんでのホールなど様々でした。一日の 12 時間はア
ルバイトで詰まっていて、勉強する時間はあまりなかった
のですが、睡眠時間を少なくするなど工夫をしました。
大変なこともありましたが、アルバイトでは日本人とよ
く話していたので、そのおかげで日本語能力が高まり、日
本の文化を知って体験できました。また、睡眠時間が少な
かったので、どのように健康でいられるのかをつねに考え
ました。その時は今まで一番健康に注意をしていた時期で、
健康であることはどれほどありがたいことかを気づきま
した。そして、日本語学校での勉強が一年立って、とうと
う大学受験の準備に入りました。日本の大学に入るには留
学試験という試験を受けることが必要です。留学試験の内
容は歴史、政治、地理などの一般科目と数学と日本語でし
た。留学試験を受けてから行きたい大学を決めるわけです
が、三つの大学の選択がありました。国際学を勉強したか
ったので、静岡大学、金沢大学、そして筑波大学の選択が
あったのですが、受験日が一緒でしたので一つを決めない
といけませんでした。静岡大学ではインドネシア人留学生
が多すぎるので、彼らに頼って日本語の勉強と日本人との
接触機会が少なくなるだろうと思い、やめました。筑波大
学だと町から遠すぎるので、勉強でストレスがたまったら
発散するのが難しいでしょう。三つの中で一番理想的なの
は金沢大学でした。先生も勧めてくれたし、この大学だと
勉強も遊びもアルバイトもできると思いました。というわ
けで、金沢大学を選び、幸いなことに入学できました。
大学に入ってから、新しいこともびっくりすることもあ
りました。日本人とより仲良くできるのはよかったのです
が、カルチャーショックが多かったです。その一つは、廊
下ですれ違っても知り合いは挨拶してこないことです。イ
ンドネシアではせめて笑顔で相手を見ますがあの時の友
達は目さえ合わせなかったので日本文化の深さを思い知
らされました。
日本での生活は辛いこともありますが、インドネシアに
いたときに比べたら今の自分ははるかに成長していると
感じて、日本に来て良かったと思います。また日本語学校
に通っていたころに比べると、ありがとうございます、お
疲れ様ですという挨拶しかできなかった自分が、アザース
お疲れっす、など使って 場面によって言葉を使い分ける
ことができるようになりました。また最近では日本のお笑
いもわかるようになっていて、日本での生活がますます楽
しくなりました。
これからは勉強ももちろん様々な人とであって新しい
ことに挑戦したいと思います。去年小論文コンテストで受
賞できましたが、今年からは米山生になったので与えられ
たチャンスをしっかりと見逃さないようにしたいと思い
ます。いろいろと面倒をおかけするかもしれませんが、2
年間よろしくお願いいたします。
◎閉会点鐘

[週報担当：桑原]

今週の例会担当者： 長坂、関軒、奥井、
(8/22)
髙橋
次週の例会担当者： 寺田、吉井、杉藤、
(8/29)
勝木、鳥畑

