
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY  

CLUB OF 

TOKYO 

YAMANOTE 

2011/2012 

REACH  WITHIN  TO 

EMBRACE  HUMANITY 

RI会長 カルヤン・バネルジー 
 

OPEN UP ROTARY SPIRITS 

会長 渡邊惠一郎 

 
 
点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・       渡邊会長 
 
ロータリーソング・・・・・・          「我らの生業」 

                               ソングリーダー ： 新井秀幸さん 
 
ビジター・ゲスト紹介・・・                   親睦委員会 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       誕生日                               日野正紀さん（11日） 
 
祝賀者・・・・・・・・・・・・・・       結婚記念日                             堅田 豊さん（11日）     江中武久さん（14日） 
 
会長報告・・・・・・・・・・・・    渡邊会長 
 
委員会報告・・・・・・・・・・    各委員会・同好会 
 
幹事報告・・・・・・・・・・・・    川手幹事 
 
ニコニコ発表・・・・・・・・・        ＳＡＡ 
 
卓話・・・・・・・・・・・・・・・・  「  「来 日 交 換 学 生 として 」  

地区青少年交換学生 ガブリエラ・ルジニさん（ブラジル） 
 
次週予告・・・・・・・・・・・・       プログラム委員会 



●

2012年 2月 2日（木） 

会員数  60名 （対象） 60名 

当日出席数   41名（68.33%） 

前回修正出席率         （80.65%） 

舟橋龍秀さん （尾張旭ＲＣ） 

 

●  

本日の合計                                 ７１，０００円 

    累計                       １   ，７１１，２００円 

 

先々週の例会の後、

転倒して指を骨折してしまいました。  

転ぶってあなどれませんね。 皆様、お

気をつけ下さい。 

久し振りに雪山を歩きま

した。ニコニコ。 日野さん大変お世話に

なりました。 

寒い日が続いてますが、

もうすぐ春。 日本の春夏秋冬はみごと

にめぐりますね。 ニコニコ。 

早くも本年の２つ目の

月に突入しました。被災地、その他各地

の雪害が一日も早い収束を願います。 

明日は節分、今年は良

いことがありそうです。 

誕生日祝いありがと

うございます。 72才になりました。 

寒中お見舞い申し上げ

ます。 

もうすぐ立春、花の季

節が待ち遠しいですね。 雪降しの苦労

も知らずにゼイタクな望みです。 今年

は厳しい冬でした。 でもロータリーのみ

なさんは元気でなによりです。 

週末からドイツ、フラン

クフルトへ出張です。 寒そうー。 

３日前地下鉄に財布を

忘れました。 カード、現金少々秘密の

アドレスなど。 日本人は信用できます

ね。 全てもどって参りました。 

糖尿病から来る白内障

右目手術が無事終り、来週左目です。  

ご紹介頂いた佐々木光勝さん有難うご

ざいました。 

今日は、インドネシア出

身の米山奨学生セロさんの卓話を楽し

みにしています。 米山地区増進副委員

長の遠藤様、同行ありがとうございまし

た。 

いつもお世話になって

る、飯塚さん、山崎さんが座っていては、

だまって通れません。 

明日、２月３日は節分

で豆まきをやる日です。 皆さん福は内

ですね。 

毎日とても寒く感じま

す。 

お祝いの品ありがとう

ございます。 

家内の誕生祝いをあり

がとうございます。 ダンナは忙しくてな

にもしていないので、とても助かります。 

明日は節分、初午と、

新しい気持ちになりますね。 じっくりと

頑張ります。 

先日雪の舞う青森へ、

３月末で廃線になる十和田観光電鉄の

お別れ乗車をしに行って来ました。   

時代の流れとはいえ、日本からまた一つ

鉄路が消えていくのは、寂しいかぎりで

す。 

寒いです。 早く暖かく

なってもらいたいです。 

 



●

「初めての日本留学について」  

地区米山奨学生 セロ・ユディバラタさん 

 

皆さん、こんにちは。 

この例会で卓話をさせていただく機会を

頂き真に有難うございます。今まで 7 年間

日本で暮らしていますがまだ正しい日本語

を話せません。敬語もあまり分かりません

のでこの卓話の中に失礼な言葉がでて来

るかもしれませんがお許しください。それか

ら、日本人の習慣、エチケットなどをまだま

だ分かりませんので皆様のご指導のもとで

身に着けたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

東京山の手ロータリークラブの卓話に誘

われました時、非常に嬉しかったです。山

の手ロータリーの皆様と会えることが出来

て、私の日本人の知り合いが増えることは

私にとって大切な、貴重な機会、又チャン

スだと思います。宜しくお願いいたします。 

 

自己紹介をさせていただきます。 

私の名前は、セロ・ユディバラタです。イ

ンドネシア人です。今年は 30 歳です。ジャ

カルタで 1981年 4月 23日の生まれです。

2010 年 10 月 25 日に結婚しました。インド

ネシアには 300 以上の民族があります。私

はスンダ民族です。スンダ民族には名字は

ありませんのでセロはヴァースネーム、そ

れからユディバラタはラストネームです。皆

様、セロだけで呼んでください。現在、杏林

大学の国際協力研究科博士課程 2年生に

なりました。 

 

インドネシアについて少し皆様に紹介し

たいと思います。ジャカルタで営業の目的、

又はバリへ旅行の目的で行かれた皆様が

いらっしゃると思います。 インドネシアのこ

とを分かっていらしゃると思います。インド

ネシアは東单アジアにあります。熱帯国で

す。気温は一年中あまり変わりません。雨

季と乾季しかありません。インドネシアは

島々の国、17000 の島があります。人口は

世界で 4 位の 2 億 4 千万人です。インドネ

シアは多様性な国です。インドネシアに多

様性な動物、植物があります。それからイ

ンドネシアには多様性人種があります。モ

ンゴロイドと黒人があります。インドネシア

でも多民族国家である 300 以上の民族が

あります。それぞれの民族が文化や言語

など違います。それからインドネシアは多

様性な宗教国である。イスラム、プロテスタ

ント、キリスト、仏教とヒンズがあります。非

常に複雑な国だと思います。 

 

卓話を始めたいと思います。 

ここにいらっしゃる皆さんが様々な生活

をなさっていると思います。どんなふうに

日々を過ごすのか、どんな価値観を持って

いるのかによってそれぞれの生活の過ごし

方は違うと思います。私は留学生として日

本の文化、言葉などが自分の文化や言葉

が全く違うので最初のころに日本での留学

生活で色々なことを経験し、勉強になること

が多かったです。それに関して皆様に伝え

たいと思います。 

 

私は夢を持って７年前に来日しました。

私は勉強のための理由で来日しました。な

ぜ私は日本に進学するのか皆さんに伝え

たいと思います。自分の将来のため大学で

勉強したことをもっと深めたいし、自分の知

識などを増やすために進学のことを決めま

した。大学院に行きたいと決めました。  



インドネシアでは外国の大学を卒業するひ

とが、より高く評価されます。それで私の目

的は外国の大学院を卒業することです。 

色々な知識を得て、その知識を基にしてイ

ンドネシアを発展させたいと思います。そ

れまで、日本に留学するのは全く考えられ

ませんでした。フランスに行きたかったが受

験に失敗しまった。日本の大学院にいった

らどうだと父がアドバイスをしてくれました。

父は日本語の先生ですが全く日本語を教

えてくれなかった。それから、頑張って色々

な準備をして 2004年の 4月来日しまして日

本での生活を始めました。その時、静岡市

の日本語学校に入学しました。しかし、や

っぱりインドネシアと日本は違うので特に

三つの問題が出てきました。 

 

その問題は、 

1. 天気の事。インドネシアは熱帯国だから

私が寒さに弱いのです。冬になると寒い

だけではなく面倒臭い気がします。出か

ける時すぐアパートから出られません。

長い袖服やセーターやジャンパーなど

を着て、帽子も被って、忘れずにボディ

クリームをぬってから出かけます。その

習慣はインドネシアでは全然ありませ

ん。 

2. 食べ物のこと。イスラム教なので豚肉を

食べてはいけません。日本の料理や食

べ物などほとんど豚肉と豚の油が付い

ていますので困りました。食べ物を買う

時裏側を見て材料を確認しました。毎回

気をつけますが食べてしまうことが結構

ありました。神様にあやまるしかないで

す。それから日本の味はまだ慣れてな

かったので美味しくありませんでした。

特に生の食べ物、例えば、寿司や刺身

です。それで、自分で料理を作ろうと思

いましたが自分の味を作れません。な

ぜかと言うと調味料があまり無いです。

最初の半年は急に体重が減って来まし

た。すごく苦労しました。 

3. コミュニケーションの問題。これが 1 番

大変な問題だった。インドネシアでは全

然日本語を勉強しなかった。日本で日

本語を 0から勉強を始めました。最初は

日本語が上手く話せませんでした。アル

バイト先で日本語が分からないのでア

ルバイトがすごく大変にやり辛い気がし

ました。その時自分の日本語能力をま

だ下手だと意識しているので日本語の

会話にいつも逃げてしまいました。日本

語で声かけるのは自身がなかったので

す。日常会話でもできないと絶対日本

の大学大学院に入れないと思いまし

た。 

 

毎日この三つの悩みとの戦いでホーム

シックなってしまいました。しかし、日本へ

来る目的、夢、希望などを思い出しました。

それから両親や友達が忚援してくれたので

元気が出ました。夢に向かってスピリットが

出て来ました。負けてはいけません。やっ

て見ないと分からない。 

 

悩みの回復挑戦を始めました。寒さの対

策は厚いジャンパーを買って面倒臭い気を

無くして、逆にファッションに興味が出てき

ました。どんなマフラーに合っているか、ど

んなジャンパーに合っているか毎日の冬に

合わせて面白くなりました。それから、食べ

物の悩みは魚料理が好きになりました。魚

料理にすると豚肉より安全だし、寿司でも

今は大好きです。それから味の問題は食

べれば食べるほど美味しくなって今は日本

の醤油味でも大丈夫です。 



コミュニケーションの悩みがやっぱり勇

気がなかったし、間違いを恐れたので日本

語の勉強や練習になりませんでした。さら

に、日本語で話す自身がなくなります。自

分が反省しました。でも、このままでは行け

ません。日本語を分からないと進学はでき

ない、アルバイトもやりにくいです。必死に

日本語の勉強や練習などをしました。他の

留学生との日本語会話を多めにしました。

それから、日本人の友達もたくさん作りまし

た。だんだん自身を持つようになりました。 

やって見ないと分かりません 、やって見れ

ば出来るものです。その文章の意味を自

分も納得しました。その結果2008年に大学

院の修士課程を卒業できました。これから

も、2013 年に博士課程を卒業できるように

頑張りたいと思います。宜しくお願いいたし

ます。 

 

以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●

日時 2012年 2月 2日（木）13：45～15：00 

場所 ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 2F「橘の間」 

 

出席者 新井秀幸。星野勇介。飯塚孝。 

春日正好。川合孝。倉知英行。 

髙村昌秀。山田清。山崎良雅。 

北原慎庸。渡邊惠一郎。 

川手直明。 

 

議題 
１． 次年度地区委員就任の件 
吉岡桂輔さんを次年度地区会員増強・
拡大委員に就任することを承認。 
 

２． 退会の件 
岡本実さん、長尾隆義さんの退会届を
承認。 
 

３． 入会の件 
清水毅さんの入会を承認。 
 

４． 震災復興支援の件 
震災復興支援で、大槌町立吉里吉里
中学校吹奏楽部の一部被害にあった
楽器を、盛岡西ＲＣを窓口に寄贈するこ
とを承認。 
２月１０日、震災復興委員会と会長代行
で星野エレクトが山田町漁協万丈篭贈
式と、吉里吉里中学校での楽器贈呈式
に出席する。 
 

５． ＴＯＧＥＴＨＥＲＳの進行状況の件 
今年初参加の世田谷と震災地石巻の
福祉団体等参、加団体を２月中に決定
する。 
 

６． 会員増強について 
今年退会者が３名になり、昨年女性会
員入会可の決定がなされたので、今興
味を示してくれている女性の方に徹底
的にアプローチをする。 



 

 
 

2月 16日（木）                          ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ実行委員会 11：00～ 4Ｆ「キャピトルバー」 

                     山の手俳句の会  14：00～ ２Ｆ会場 

2月 17日(金)～19日(日)          スキーサークル  草津「シダーロッジ」 

2月 21日（火）                          ＴＯＧＥＴＨＥＲＳ 開催場所下見・打合せ 

     14：30～16：30 世田谷区民会館 

2月 23日（木）                           第 2750地区大会  ザ・プリンスパークタワー東京 

               登録 8：30  点鐘 9：00  閉会 17：00  懇親会 17：30 

3月  1日（木）         例会休み（規定３） 

3月  1日（木）         二木会  18：00～ 「WINE CAFE ゲトライデ」 

3月 14日（水）    第 107回親睦ゴルフ会 「桜ヶ丘カントリークラブ」 

4月 21日（土）～22日（日）  親睦旅行 「塩竈・松島の旅」 

★山の手ロータリーのホームページがリニューアルしました。 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/             今週の担当  北原慎庸 委員 

事務局  

 

 

例会  

 

会長  

幹事  

会報委員長   

事務局員  

執行時間 

〒107-0052  港区赤坂 2-15-7 ミラフローレス赤坂 701 
電話 5561-3391  FAX5561-6520 
E-mail jm@tokyo-yamanote-rc.gr.jp 
 毎週木曜日 12:30～13:30 
ザ・キャピトルホテル東急 

川手直明 

宇野  旭 

入江浩子 

平日 午前 10時～午後 5時 
（土曜日・日曜日・祝祭日は休み） 

渡邊惠一郎 

 

祝賀者  誕生日     西澤忠義さん（19日）  横山雅也さん（20日） 

祝賀者  誕生日     高橋宏和さん（21日）  渡辺彰敏さん（22日） 

祝賀者  誕生日     神通康夫さん（26日）  増田静一さん（3/7日） 

祝賀者  夫人誕生日  日野正紀さん（18日）  亀井 準さん（3/5日） 

祝賀者  婦人誕生日  上田正昭さん（3/7日） 

祝賀者  結婚記念日  日野正紀さん（21日）  高橋宏和さん（27日） 

祝賀者  結婚記念日  松原俊夫さん（3/6日）    幡野永由さん（3/7日） 

卓話   「新 しい糖 尿 病 治 療 」   弘田明成 会員 

 

http://www.tokyo-yamanote-rc.gr.jp/

