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SASEBO　SOUTH  EAST  ROTARY  CLUB  The  Weekly
2020年10月21日　　2020-2021年度　第1331例会　通算例会第1425　週報第1331号

2019～2020年国際ロータリーのテーマ
「ロータリーは機会の扉を開く」　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（Rotary Opens 

R I 承 認 平成4年5月6日 例会日 毎週水曜日　12時30分～13時30分

事務局所在地
佐世保市上町2番12号　佐世保建設会館4階2号

TEL 0956-76-8642　　FAX　0956-76-8643

第6区ガバナー補佐 緒方　信行

【　佐世保東南ロータリークラブ　】
創　立 平成4年3月19日 例会場 ホテルオークラJRハウステンボス

四
つ
の
テ
ス
ト

 1.　真実かどうか 　　　2020年-2021年度

 2.　みんなに公平か 国際ロータリー会長 ホルガ―・クナーク

 3.　好意と友情を深めるか 第2740地区ガバナー 花島　光喜

 4.　みんなのためになるかどうか

森内 ・ 稲吉 ・ 徳住 ・ 里元 ・ 吉富 ・ 鎌田 ・ 池田（隆） ・ 浦

豊竹 ・ 肥後 ・ 平山 ・ 大島 ・ 廣川 ・ 林田 ・ 中村 ・ 坂井 ・ 井元　　　会員

◎　前回のMake-Up（3名）

　免除会員　：　松尾 ・ 谷山 ・ 森山 　　　会員

◎　前回の欠席者（18名）

森内 ・ 田中 ・ 古川(正） ・ 法本 ・ 山口 ・ 池田（隆） ・ 井上 ・ 浦

2020-2021年度 会長　　西田　賢一 幹事　　太田　義裕

◎　ビジター　（2名）

◎　本日の欠席者（17名）

鹿島RC　森 千枝子様　・　平川 直樹様

前回の出席
2020.10.7

出席者数　　　
　23名

Make－Up　　　　　　　　
　　3　名 欠席者　　15名 補正出席率

◎　来信 ・ 月信 ・ 週報

柏木 ・ 豊竹 ・ 肥後 ・ 前川 ・ 平山 ・ 大島 ・ 井澤 ・ 林田 ・中村 ・坂井 　　会員

本日の出席
2020.10.21

会員数　38名 出席数　　21名 欠席者　　17名 出席率

前回の出席
2020.10.14

出席者数　　　
　20名

Make－Up　　　　　　　　
　　3　名 欠席者　　18名 補正出席率

ハウステンボス　　　　　　
　　　　佐世保ＲＣ 夜例会　　　18：30～

　　　週　報

◎　例会場 ・ 事務所等変更等

クラブ名 月　　日 時　　間 会　　場



名前

意味

生年月日

出身地

学校

学歴

６１歳

５５歳

３４歳

３１歳

２６歳

１８歳

１７歳

皆様、こんにちは。鹿島RC　森 千枝子と申します。米山奨学生カウンセ
ラーを担当しております。前年度まで鹿島RCの会長を務めましてやっと終
わったところでございます。カウンセラーをお受けしてから4月から６ヵ月経
ち、米山奨学生と、アメリアさんとも交流してきました。出前卓話の方も４ク
ラブ回りまして日本語も大分上手になって参りました。この交流をしていく
中で本当の親子のような絆がようやくできたように思います。今日の出前
卓話の方もたぶん上手にできると思いますので、本日はどうぞ宜しくお願
い致します。ありがとうございました。

皆さん、こんにちは。私はリズキーアメリアです。鹿島ロータリークラブに所属しています。今から出前卓話
をします、よろしくお願いします。私はインドネシアのベカンバルの出身です。大学までずっとベカンバルで過
ごし、大学三年生の時に交換留学生として、初めて日本に来ました。そしてインドネシアの大学を卒業し、い
くつかの仕事を起しました。なぜ、自分がその仕事を選んだかというと、趣味がダンスだからです。趣味を仕
事にも生かすことが出来、インドネシアでの仕事は楽しかったです。

家族紹介

父

母

姉

兄

自分

弟

妹 シティアザッラ 　　高校生

２０１０年-２０１９年　　           ウェディングダンサー

２０１２年-２０１９年　　           イベントの運営マネージャー

２０１７年-２０１８年　　           フリーランス

２０１８年-２０１９年　　           タレントコーディネーター

仕事の
経験

写真

２０１９年４月-現在　　　　　　　大学院生　２年生

アブドゥル ・ アジズ

ラマ ・ ヘリナ

アリー ・ サトリアテ

エリスナ ・ サトリアニー

リズキー ・ アメリア

アフマドシャイフラ

　　小学校の先生　（昨年、定年）

　　看護師

　　看護師　(結婚して　子供３人）

　　自営業　(結婚して　子供２人）

　　佐賀大学

　　大学生

リズキー ・ アメリア

優雅　エレガンスで素敵

神様からの贈り物

１９９３年１１月２３日（２６歳）

インドネシア　ベカンバル

佐賀大学大学院生　農学部　農学研究科生物資源科学専攻

２００９年７月-２０１２年６月　高校　ベカンバル

２０１２年７月-２０１７年５月　リアウイスラム大学、ベカンバル

２０１５年４月-２０１６年３月　交換留学生、佐賀大学

リズキー

アメリア

◎ 米山奨学生　リズキーアメリアさん

自己紹介

◎ 西田会長挨拶

皆さん、こんにちは。今日は遅れてしまい申し訳ありませんでした。本日は鹿島RCより平川様、カウンセ
ラーの森様、佐賀大学よりリズキー・アメリアさん　ご来訪誠にありがとうございます。リズキーさんの卓話を
楽しみに参りましたのでよろしくお願いいたします。では、本日もよろしくお願いいたします。

◎ 米山奨学生カウンセラー　森　千枝子　様

米山奨学生　出前卓話



人口

首都

言語

島の数

主要産業

今年の奨学生は１６名です。色々な国の人が4、
佐賀県と長崎県で勉強しています。私は鹿島
ロータリークラブに所属して、カウンセラーは森　
千枝子さんです。私は「お母さん」と呼んでいま
す。お母さんのお孫さんと英会話で遊びました。
月に一度の例会の時は、お母さんの会社や、鹿
島の素晴らしいところ連れて行ってくれます。お
母さんが佐賀市に来たときは一緒に買い物をし
ます。また、佐賀市のおかげで自分の研究が沢
山できました。ロータリー米山クラブのおけげで、
新しい繋がりも増え、私の知らない話も聞くこと
ができました。その時に聞く、佐賀弁はとてもおも
しろいです。皆さんは「よかよか」とか使います。
2740地区のガバナーは花島光喜さんです。鹿島
ロータリークラブの会長は織田高徳さんです。鹿
島ロータリークラブは３３名の会員さんがいて、
会員さんは皆さん優しいです。私はこのような優
しい人たちがいる鹿島ロータリークラブに所属す
ることができ、とても嬉しいです。牛津ロータリー
クラブの奨学生とも交流しています。マーさんと
言います。マーさんはロータリークラブのことを良
く教えてくれます。とても優しくて、私のお姉さん
みたいなひとです。１０月８日に米山奨学生達と
雲仙でバーベキューに参加しました。色々話せ
てたのしかったです。

皆さん、卒業するまでよろしくお願いします。今日
はありがとうございます。終わります。

ジャカルタ

インドネシア語

（アルファベット使用）

17,508

（在任島は６．０００だけ）

農業

私は５年前に、佐賀大学で１年間交換留学生として佐賀に来ました。その時１年間くらい佐賀に住んでいま
した。その時に初めて日本語を学びました。日本語が全然できなかったけど、日本人と話す時やアルバイト
の時は日本語しか使わずに努力しました。だから今は、少し日本語でコミュニケーションができます。私は交
換留学生の時、色々素晴らしい経験をしました。日本を好きになりました。その時鹿島のガタリンピックに参
加しました。七山のクライミングに参加して、夏に七山の人に招待してもらいました。着物のファッション
ショーに参加したり佐賀大学のカルチャーナイトに参加した時はバリダンスを披露しました。他にも色々参加
して楽しかったです。

なぜ、私が日本が好きなのか、それは日本人の性格が素晴らしく尊敬できるからです。例えばゴミを出す時
に、袋に分けて、ペットボトルと分けたり、出す時も日にちを分けたりするからです。インドネシアは袋も同じ
で出す日も同じです。信号も渡る時、日本人は赤信号で待つけれど、インドネシアではルールはあるけど守
りません。日本人はエスカレーターでも、急いでいる人のために並んで道を譲りますがインドネシアではしま
せん。シティバスもスケジュールはあるけど時間にはこなくて遅いです。日本人を見ることで私の心は気持
ちは良くなりました。

私の研究室は農学研究科生物資源科学専攻で、交換留学の時も同じです。すべてのメンバーが私の事を
助けてくれます。私の授業の研究は英語で学びます。大学院の卒業論文はインドネシアと日本の農作物の
遺伝子とその取引の比較です。インドネシアでは農産物の取引に一週間以上かかりますが、日本では３日
程度なので、日本のシステムを学んで沢山研究しました。大学では、ダンスサークルに入っています。ダン
スの中で競技ダンスを選びました。昨年はいくつかの大会に出ました。来年の３月に卒業予定です。卒業後
は佐賀県内に仕事が決まりました。名村造船所というところで３５０名のインドネシア人が実習生として働い
ているので、そのサポートをする仕事です。

インドネシアの季節は一年中で雨季と乾季だけです。皆さんも
知っていると思いますが、インドネシアは島がいっぱいです。出身
地のリアウ州ベカンバル市はマレーシアとシンガポールに近いで
す。ベカンバルの面積は63㎢、人口は９０万人、マレー文化です。
インドネシアは伝統的な食べ物が沢山あります。代表的な食べ物
はナシゴレンです。手でたべます。世界的に有名なバリ島があり
ます。海がとても綺麗です。今年の３月に日本人の友達と旅行が
できました。日本からインドネシアまで飛行機で７時間から８時間
くらいかかります。

インドネシア｛２０１９年）

268,074,600
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松田 鹿島RC　平川様・森様・リズキー・アメリアさん　本日はありがとうございます。

高比良 海外留学生の卓話。久しぶりで楽しみです。ニコニコします。

平地 米山奨学出前卓話のアメリアさんにニコニコします。よろしくお願いします。

森山 松尾

田中 古川（幸）
・・・ ニコニコします

前川
リズキー・アメリアさんご来訪ありがとうございます。よろしくお願いします。　　　　　　
　　　　ニコニコします。

出前卓話、よろしくお願いします。

西田 お疲れ様です。今日の卓話楽しみにしてます。

太田
ニコニコします。リズキー・アメリアさんご来訪ありがとうございます。卓話までして
頂き感謝申し上げます。

井上
ご来訪頂きました、鹿島RCの平川様・森様・出前卓話のリズキー・アメリア様本日はありがとうご
ざいます。仕事の関係で欠席する事が少し多くなりましてすみません。ニコニコして頑張ります。

ニコニコBOX
鹿島RC　　　　　
　　　　森千枝

子
今日、出前卓話でお世話になります。

岸川
本日の卓話リズキー・アメリアさん宜しくお願いします。日本とインドネシアの架け橋
になられてください。

吉田
















