２０１３年１０月１８日（金）第２１５８回（１０月第３例会）

本日のプログラム
司会
伊藤
純君
・点 鐘
屋嘉比良夫君
・ROTARY SONG「われら日本のロータリアン」
・今月の歌
「故郷の空」
・ビジター紹介
屋嘉比良夫君
・食事・歓談
・委員会報告
・祝 福
・卓 話
高木
修君
・卓 話
足立 治夫君
・幹事報告
加藤久仁明君
・点 鐘
屋嘉比良夫君
今月の歌
故郷の空
夕空はれて
つきかけ落ちて
おもえは遠し
ああわが父母

あきかぜふき
鈴虫なく
故郷のそら
いかにおわす

今月の祝福
会員誕生日
17 日 足立 治夫君

30 日 高木

夫人誕生日
5 日 岡嶋
6 日 清水
30 日 加藤
結婚記念日
3 日 塚本
9 日 松尾
18 日 伊藤
19 日 岡田

5日
11 日
18 日
22 日

修君

良樹君・美穂さん
勲君・政子さん
宗生君・典子さん
兼光君
隆徳君
正之君
義邦君

職業奉仕・米山月間
例 １０月２５日（金）
治君
会 卓話 山田
予 卓話 場々大刀雄君
定

小島
山口
社本
磯野

啓冶君
由起君
太郎君
俊雄君

先週の記録
会長挨拶
会長
屋嘉比良夫君
本日は米山月間に因み、大変お忙しい所、尾張旭
RC より出向の地区米山委員会の「山田直樹」委員
様にお越し頂き「米山奨学事業の実状」とのテー
マで、卓話を。又、尾張旭 RC の米山記念奨学生の
陳 淑珮（ちん しゅくはい）さんにも卓話を頂き
ます。よろしくお願い致します。
さて、多くの国民が感心を持ち、心待ちにし、た
いへん盛り上がりました伊勢神宮の20年に1度の
大祭行事の式年遷宮も滞りなく完了成りました様
で、まずはめでたしめでたしであります。20 年前
の遷宮の年も参拝致しましたが、その時、「次の
20 年先の遷宮の年はどうなのかな…身心共に健
」と思った事を覚えて
康で又参拝出来るだろうか。
おります。20 年先ってすごく先の事、未来の事の
様に思っていましたが…お陰様でなんとか元気で
迎えられました。過ぎ去った年月 20 年って本当に
早く感じますね。こんな感じで過ぎて行きますと
7 年後の 2020 年の東京オリンピック、それから更
に 7 年後の 2027 年のリニア中央新幹線も、ひょっ
として…かも、微妙ですね。因みに、７年後の東
京オリンピックは、私は喜寿の年になりますが。
1964 年の東京オリンピックの年は、私は、20 歳、
成人の年でした。テレビにかじりつき色んな競技
を見ましたが、特に、女子バレーボールの応援を
した記憶がよみがえります。東洋の魔女が、頑張
りましたね。強かったですね。そして記録映画「東
京オリンピック」が完成しました。すぐに観に行
きました。製作費は当時のお金で、2 億 7 千万円
だったそうです。監督は市川昆でした。今も素晴
らしい映画だった事を少しではありますが、覚え

１１月１日（金）
理事役員会 11：30

１１月２日（土）
１１月８日変更

１１月１５日（金）
祝福

クラブ協議会 13：30

福祉のつどい

卓話

卓話 長谷川英輝君
ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp

サボテン鉢植 10 時
E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp

ています。
感動して涙を流し観た覚えがあります。
そしてリニアモーターカーです。7 年後のオリン
ピックを終え、更に 7 年後に開通予定だそうです。
東京品川駅から名古屋駅まで最速 40 分。更に 2045
年には、大阪まで 67 分で結ぶ計画ですよ、すごい
ですね。素晴らしいです。何がすごいかは、日本
の日本にしかない技術の粋を集められている点が
何とも誇らしいではないですか。
我々春日井ＲＣも先輩諸氏の輝かしい実績の下、
今年、45 周年を迎える事が出来ました。これから
50 年…60 年…100 周年と続いていくのでしょうが、
今年は 45 周年です。記念事業をひとつひとつ着実
に遂行していく事が大切です。皆さん、ご協力、
宜しくお願い致します。
幹事報告
幹事
加藤久仁明君
第 4 回持ち回り理事役員会報告
日時：2013 年 10 月 11 日（金）
審議内容
第 1 号議案：第 54 回春日井市菊花大会協賛金承認
の件￥30,000 円
第 2 号議案：新入会員速水敬志君入会承認の件
第 3 号議案：加藤将人君中津川 RC より編入入会承
認の件
第 4 号 議 案：事 務局 パ ソコ ン買 替承 認の 件
￥90,300 円
上記審議事項すべて可決承認
① 第 2 回東尾張分区 11RC 会長幹事会 日時：
2013 年 11 月 9 日(土) 17 時 30 分より 場所：栄
東急インホテル 出席義務者 会長：屋嘉比良夫
君
幹事：加藤久仁明君
② 第 54 回春日井市菊花大会表彰式 日時：2013
年 11 月 10 日(日) 11 時 00 分より 場所：春日
井市役所 1F 市民ホール 出席義務者 副会長：大
橋完一君
◎例会変更のお知らせ
名古屋千種
ＲＣ

職場例会の為 未定

一 宮 中 央
ＲＣ
ＲＣ
戸
崎

北

１０月２９日(火) １１月２日(土)

記念式典の為 グレイセル
南

ＲＣ
名古屋城北
ＲＣ

１０月３０日(水) １０月３０日(水) 18：00
チャーターナイトの為 グランコート名古屋

ＲＣ
岡

１０月３０日(水) １０月３０日(水)

記念例会の為 未定

名古屋アイリス

瀬

１０月２９日(火) １０月２９日(火)

１０月２９日(火) １０月２９日(火)

職場例会の為岡崎城西高等学校
１０月２９日(火) １０月２９日(火) 18：30

夜間例会の為 東急イン

◎例会休会のお知らせ
○名古屋清須ＲＣ
１０月２９日（火）は休会
○瀬戸ＲＣ
１０月３０日（水）は休会
○小牧ＲＣ
１０月２３日（水）は休会
○岩倉ＲＣ
１０月２２日（火）は休会
◎ビジター紹介
○尾張旭ＲＣ

会長
屋嘉比良夫君
山田 直樹君

出席報告

委員長

会員

54 名

先々週の修正出席

欠席 23 名
欠席 3 名

伊藤 一裕君
出席率 79.6%
出席率 94.4%

ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○米山地区委員として本日米山奨学生陳淑珮さん
共々卓話にお邪魔しました。宜しくお願いいたし
ます。
尾張旭 RC 山田 直樹君
○山田直樹様ようこそお越しくださいました。卓
屋嘉比良夫君
話をよろしくお願い致します。
○地元の秋のイベントの成功を願って。
青山 博徳君
○山田さん、陳さんの卓話を聞く喜びで。
足立 治夫君
伊藤 一裕君
太田 弘道君
大畑 一久君
岡嶋 良樹君
亀谷 鉦一君
加藤久仁明君
加藤
茂君
河村 哲也君
加藤 宗生君
貴田 永克君
北
健司君
小島 啓冶君
杤本 正樹君
宅間 秀順君
峠 テル子君
名畑
豊君
蓮野 美廣君
森田
誠君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君
卓話 地区米山奨学委員会
山田 直樹君
本日は地区米山奨学委員会の委員として卓話に
お邪魔しました。本来なら貴クラブとしては、米
山月間にちなんで地区役員の訪問をお望みだった
かもしれませんが、経験の浅い私がここにお邪魔
することになり、誠に申し訳なく思っています。
こらから少しお話をさせていただきますが、少し
でも皆様の知識を深めることに役立てばと願って
います。今年度貴クラブは、米山奨学生の楊成寧
さんの世話クラブを務めてくださって感謝申し上
げます。昨年度（2012 年度）は全体の寄付金の額
が減少したため(13 億円）採用した奨学生の数も
減りました。2760 地区で 23 名の採用でした。今
年 6 月末までの寄付額は増加しており、来年の採
用奨学生は 31 名の予定です。貴クラブを拝見させ
ていただくと 2012 年 7 月から 2013 年 6 月期に 56
万円（普通寄付と特別寄付合わせて）を納めてい
ただいており、1 名あたり 10,769 円になります。
参考までに2760地区の 1名あたりの平均寄付額は、
18,523 円になります。是非ご理解の上寄付額の増
加をお願い致します。現在地区米山奨学委員会が

抱えている問題も多くあります。指定校の決定の
仕方、応募してくる大学生を国別に分けると圧倒
的に中国の方が多いので、採用される枠がどうし
ても厳しくなることも辛いところです。採用の大
学別のバランスも考慮することになるとどうして
も面接官を務める私たちも色々疑問がわいてきま
す。しかし、この制度の大変すばらしいところを
よく理解して、これからも繁栄させていかなけれ
ばと考えています。ご協力をお願いします。さて、
今日は私の所属クラブの尾張旭 RC が世話クラブ
を務めています台湾出身の米山奨学生陳シュクハ
イさんが一緒に来ております。彼女はすでに３つ
の日本の大学で学び、留学生として合計 7 年以上
日本で過ごしています。ですから、ある意味日本
で暮らす留学生の実際の問題点をよく理解してい
ます。ここから残り時間彼女の本音の部分を聴い
ていただき、今後の皆様の活動の参考にしていた
だければと思っています。よろしくお願い致しま
す。
卓話 米山奨学生
陳 淑珮さん
台湾で生まれ育ちの私は初めて留学している国は
日本です。2006 年 9 月に来日し、ちょうど先月
までは 7 年間日本に滞在しております。この 7 年
の間で星城大学と愛知大学を経て、現在名古屋大
学の博士後期課程に在籍しております。この 7 年
間学校での勉強はもちろん、日常生活での活動、
社会勉強のためのアルバイト等様々な障害より無
形の壁が存在しています。その壁を如何なる方法
で壊すか乗り越えるかは留学生の我々にとって、
最優先に解決しなければならない問題であり、し
かも割に高い確率で自分自身が解決しなければな
りません。
今まで自分が通っている大学は殆ど優秀な留学生
を取り入れようと、ソフトとハードな面で様々な
施策を整っています。しかしながら、これらの大
学は積極的に留学生を取り入れようとする一方で、
消極的に留学生を一定の数に限定するという二律
背反よりジレンマの動きが見られています。その
背後にある理由は自分の経験を通じて、解明した
いと試みしております。
そもそも、本来各大学は 優秀 な留学生を確保
したくて、広く・一般的に留学生を取り入れてい
ます。しかしながら、 優秀 な留学生はどう定義
すれば良いでしょう。単純に勉強ができるかどう
かの問題より，その留学生が日本での勉強が専念
できるかどうか、いわゆるその留学生自身に関わ
る本質的な部分をまず見る必要があるでしょう。
優秀な留学生といえば、まず成績が優秀で、その
出身の国は送り出した国費留学生をまず脳に浮か
ぶでしょう。但し、国ごとにバックグラウンドが
相違であって、全ての分野・領域で国費留学生を

送り出せるかどうかの問題も存在しています。そ
れを補うような形で殆どの留学生は私費で自分の
能力ないしキャリアアップのために留学を選択し
たでしょう。
そもそも、日本の大学は留学生を一定の数を超え
ないようにする意味ないし意義とは、留学生との
コミュニケーションないしバックグラウンドによ
る多様な留学生を対応しきれるのかから生じてい
る問題だろう。今まで自分が通っている大学の教
員・職員・同級生等からよく私に、「留学生は自分
の国の人とグループを作って、その輪の中の人し
か交流しません、それはなぜですか」と聞いてい
ます。言われてみれば、確かにそのような傾向が
かなり高いと言わざるを得ません。その現象を根
本的に解決しようとしてもかなり無理の話となっ
ています。
それは、留学生それぞれ事情があって、
一括的に論じることができないが、主に自分自身
に自信がないから生じる問題ではないかと思って
います。ここでの自信は単純に定義することがで
きず、その留学生の人生ないし経験から積み重な
る形成された性格、いわゆる本質的な問題です。
従って、このような本質的な問題は他人、いわゆ
る外側より解決することではなく、その内側から
積極的に働かなければできない話となっています。
人間のみならず、動物でも危険を探知する際に最
も安全的な場所に身を置いて、その危険を去って
から身をさらすと同じような本能的な動きがあり
ます。従って、留学ごと自体は危険ではなくて、
自分自身にとって、新しい環境いわゆる殻の外の
世界が危険と判断し、外へ踏み出す自信ないし最
初の一歩がなかなかできないため、結果的に自分
にとって、最も安全な場所でいわゆる殻の中で過
ごすしかできない状況となります。このような状
況はどう評価するかまた大変困難であって、自分
自身しか評価できないではないでしょう。

ジャネン M・ラーグ
あしながおじさん： 加藤久仁明
親愛なるあしな
がおじさんへ
私は寝る前に、
まず神様が私と
家族に与えてく
れた、すべての
恵みと健康に感
謝します。学校
に行く前には、もう一度新しい生活を神様に感謝
します。私は今、3 年目の高校生活を楽しんでい
ます。ええ、時には問題もありますが、私はより
逞しくなろうとしています。この年の学校生活が
昨年に比べてとっても違っていると私は認めます。

教科はどんどん厳しくなりましたが、ベストを尽
くして理解しようとしています。なぜなら、少し
先生の話を聞けば易しいと知っているからです。
先日、9 月 5 日に朗読の競技会に参加して、幸運
にも 3 位になりました。私は、そのことだけでな
く、16 歳になったこともありとても幸せです。先
月 8 月 21 日に誕生日を祝いました。本当に私が
欲しいものは、家族のより自慢となれるよう、学
校でよい成果を出し続けることです。家族はあら
ゆる面で、私を励ましてくれます。私には家族が
いるから、自分がとても幸運だと考えます。全員
がそろった家族ではありませんが、彼らは決して
私を放っておかず、いつも助けてくれます。本当
のことをいうと、あしながおじさん、私はとって
もとってもお母さんが恋しいのです。お母さんが
亡くなってから 9 年がたちました。でも、お母さ
んが近くにいなくても、お父さんが私たちのそば
にいてくれます。家族以外では、友人は私の宝物
のひとつです。私がさみしい時笑わそうとしてく
れる友人と、多くのことを共有して、どうやって
挑戦し甲斐があり、興奮する高校生活を過ごすか
なんてことをよく話します。時には、家族の問題
も。私たちは一緒に日本のアニメを楽しんでいま
す。「名探偵コナン」は謎めいた犯罪について、ど
うやって素早くその謎解きをするかっていう話で
す。いつか弁護士になるのが、頭に浮かんで、追
いかけつづけている夢なのです。私は家族だけで
なく、年下のフィリピンの子も本当に助けたいで
す。弁護士になるってことは、ただ夢を叶えるだ
けでなく、私の知識をささげるということだと信
じているからです。私の知識を通して、年下のフ
ィリピンの子を助けること、そしてフィリピンの
危機を彼らに理解させる手助けをすることができ
ます。彼らに危機を気づかせることで、まさに日
本のように強くて豊かで成長できる国を作り上げ
てくために、お互い手を取り合うことが必要なの
です。日本は、どんな困難に会おうとも、びくと
もせず自力で立っていられるほど強い国です。日
本人は他人に頼らず、とても規律正しいです。
あしながおじさんは、とても心優しい方で私たち
に希望をくれます。私は、自分の夢を叶えると約
束します。この奨学金の助けで大学へ行くことが
できます。奨学金を勉強に使って、人生の目的を
追いかけます。ところで、この最初等級分けの成
績は、いくつかは８でしたが、他はそこまででは
ありませんでした。でも、成績を上げて、決して
落第しないことを約束します。けっしてこの機会
を無駄にしません。あしながおじさんありがとう、
おじさんが健康でありますように、そしておじさ
んもっといいことがありますように。
笑顔をわすれないで。

卓話 地区米山奨学委員会

山田

直樹君

卓話 米山奨学生

陳 淑珮さん

