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第 2002回例会  平成 28年 3月 14日（月曜日）第 29号  

 

本日の例会 ３月１４日（月） 第２例会 

◎ソング 

◎スピーチ 

「我等の生業」 

『 献血の現状 』 

献血推進一部 推進課 

推進課長 森本 実 様   

主  事 中島 健造様 

◎本日の献立 お造り定食 

※次週は、春分の日の振替休日で休会です。 

次回の例会 ３月２８日（月） 第３例会 

◎卓 話 『 未定 』 

担当：林 孝信会員 

 

前回の例会 ３月７日（月） 第１例会 

◎ビジター 

 

◎米山奨学生 

◎交換留学生 

東大阪みどりＲＣ   西村 俊彦様 

   〃       石渡 善一様 

韓 東鑫さん

セリア・ベンホーシンさん 

 

会 長 挨 拶         会長 三木 武志       

皆様こんにちは、本日は日本ロータリーの父と呼ばれ

る米山梅吉さんについて少しだけお話ししたいと思いま

す。 

1868 年東京の和田家に生まれました、五歳の時に父が

亡くなり母親の郷里である静岡県三島で少年時代を過ご

しました。旧制沼津中学校を二年で退学して上京し、19

歳で東京英和学校で英語を学び翌年米山家の養子になり

渡米しました。 

8 年間の在米中に各地の大学で法学を学び、帰国後は

勝海舟に学び 30 歳で井上馨の紹介で三井銀行に入社す

る。1920 年に日本ロータリーの祖と呼ばれる福島喜三次

(きさじ)と共にチャーターメンバー24名で東京クラブが

誕生させました、ＲＩからの認証は 1921 年 4 月 1 日で登

録番号 852 でした。創立時は会員 28 名でした。 

その後 1924 年三井信託株式会社を創立、1937 年には

現在の青山学院初等部の前身である緑岡小学校を私財を

投じて創立しました。1938年には貴族院議員になり晩年

は数々の奉仕活動にご尽力されました。 

私たちも頑張りたいものです。 

 

出 席 報 告             清水 委員 

本日の会員数 ２４名 

本日の出席者数 １５名 

本日の出席規定適用免除会員 １０名 

本日の出席率 ７８．９４％ 

１月１８日の修正出席率 ８２．６０％ 

 

３月のお祝い 

〇入会記念日 中村会員 

〇会員誕生日 鈴木 小川 岡本 尾﨑（各会員） 

〇夫人誕生日 藤原園子様 浅野郁子様  

三木由美子様 

〇結婚記念日 渡辺 藤原（各会員） 

〇創業記念日 岩﨑会員 

〇２月の内祝いニコニコ 累計 527,500 円 

〇２月のニコニコ箱  52,000 円 累計  921,100 円 

ニコニコ箱報告          長堀 副ＳＡＡ 

三木会長 

 

花粉症の季節になりました。つらい日がつ

づきますが、ガンバリましょう。 

佐藤幹事 3 月になりましたが、この春のロータリー行

事よろしくお願いします。 

岩﨑会員 3 月に入り今月も宜しくお願い致します。 

中村会員 セリアちゃんが中村家に来て、2 ヶ月が経ち

ました。私には 1 年 2 年にも感じられるよ

うな、とても濃い 2 ヶ月でした。これから

も、エキサイティングな日々が続きますが、

がんばりだと思います。 
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幹 事 報 告        幹事 佐藤 三千秋 

1. 3 月 12 日（土）の会長エレクト研修セミナー・懇親

会）には、百済ガバナー補佐エレクト、小川会長エ

レクトに出席して頂きます。宜しくお願い致します。 

2. 本日、例会終了後、第９回定例理事役員会を５階「サ

ルビアの間」にて開催致します。理事の皆様には宜

しくお願い致します。 

 

会員増強委員会報告        岡本副委員 

平成２８年２月５日 会員増強委員会で、若手メンバ 

ーを中心にして炉辺会合を持ちましたので報告いたしま

す。 

出席者は 浅野委員長、オブザーバーとして佐藤幹事、 

百済会員、若手メンバーからは、金子会員、佐井会員、 

中村会員、岡本です。 

会合では、オブザーバーの佐藤幹事、百済会員から有益 

な情報を頂き、各会員からも会員増強に向けた取り組み

の発表がなされました。意見交換では、全員でリストを

作成していく、とりあえず１年と言って体験入会を勧め

てみるなどの意見が出されました。 

今後とも、会員増強に御協力よろしくお願い致します。 

 

米山奨学生スピーチ     カン トウシンさん 

 

こんにちは。米山奨学生のカントウシンです。 

 

今回のスピーチは奨学生として最後のスピーチだと思 

いますが、これから新しい人生のスタートを始めます。

まず、過去の一年間でカウンセラー先生やロータリアン

の先生方に大変お世話になって、心より感謝を申し上げ

ます。 

 

この一年間では、経済の支援だけではなく、日本の文

化や生活などいろいろの面から教えていただき、様々な

知識を身につけることができました。本当に充実な一年

間です。 

 

まず、学校の研究では、困ったことがありましたが、 

「報・連・相」を実施する上で、どうやって改善するの

かを考えながら、周りの人たちからコメンドやアドバイ

スをいただき、問題をこなして前向きに進むことができ

ました。特に、論文審査の時、学校の各先生方から良い

評価をいただき、最後の留学生生活を楽しく送りました。 

 

就職活動では、以前知らなかったことがたくさんあり 

ました。それらを吸収して自分の物となり、成長すると

共に、視野も広げていきました。結果として、自分の専

攻分野と近い電気メーカーの内定をいただきました。現

在、その時のことを振りかえると、つらいことがあった

り、悩むこともありました。毎回、会社の内定を目標と

して、「失敗・修正・改善」のサイクルを実施する上、過

去の自分を見つめ直すことができる時期だと考えまし

た。今後の仕事では、この時期のことを忘れずに、改善

活動を常に行い、高効率でいきいき働いていきます。 

 

2015 年度第一回目情報集会の時に、先生方から「私た 

ちは、同士です」という話をまた覚えています。「同士」

という言葉以前わかりましたが、詳しく辞書を調べると、

定義として「身分や境遇、性質などが互いに共通してい

る人」と書いています。ここで、異なる職業の人々が地

域でロータリークラブという会合を持ち、職業を通して

社会の発展と国際平和に貢献することを目的に活動して

いる先生方がロータリアンとして集まりました。「高い理

想と強い信念」で社会奉仕活動をやりながら、私たちの

留学生の夢を支え、異文化の理解や留学生活を手伝い、

心掛けで丁寧に指導して頂きました。私たちにとって、

ロータリーは最高の素晴らしい贈り物だと思っていま

す。 

 

昨年９月 14 日ケニア・シープケア学校給食支援のため 

に、クラブから開催されたチャリティーイベントに参加

しました。そこで、現在世界に食糧の問題で、飢餓に苦

しんでいる人々が存在しています。私たちの力が少しだ

けでも、彼らに対して、大きい助けになりますというこ

とを深く感じました。 

近日、大阪いちばん賑やかな所（難波方面）に行きま 

した。歩道の横側に上げていた子供の写真がありました。

近くて見ると、３・４歳ぐらい子供の心臓を移植するた

めの募金協力活動です。その時、頭から「何かをやりま

す！」という強い気持ちがありました。財布から 500 円

を取り出して、募金箱に入れました。同時に、このよう

な一枚の紙を渡されました。500 円の金額は小さいです

けれども、自分の力が少しだけでも、こうちゃんを助け

ていきたいと考えられました。先生方がやっていたこと

を自分の目で見たからです。今後、社会人としていろい

ろな奉仕活動やボランティアを積極的に参加していきた

いと思います。 

 

第二部分は、私の母国（中国）についてお話します。 

 

以前、日本の友達に聞きましたが、「中国にはどんなイメ 

ージですか？」。 

友達からの返事は、「PM2.5 はやばいですね」 

「ほかのはまだありますか？」 

「にせものが多いですね！」…などの答えを聞きました。 

 

整理してまとめると、友達が中国にあまりいい印象で 

はなかった。確かに、ニュースや新聞にも、いろいろな

報道がありました。実際に、このようなことも存在して

います。 

よく考えると、中国は発展途中の国です。経済を発展 

するために、工場がいっぱい立てられ、短期的な利益を

追求する為に、様々な環境問題が発生されました。例え

ば、日常生活によく関連するのは、青い空が見えなくな

りました。それは PM2.5 による深刻な大気汚染です。

PM2.5 とは、大気中に浮遊する小さな粒子のうち、粒子

の大きさが 2.5μm 以下の非常に小さな粒子のことです。

火力発電所、工場・事業所、自動車、航空機、などの燃

料燃焼によって排出される酸化物は、大気中で光やオゾ

ンと反応して生成され、人間の健康にも大きな障害も引

き起こします。近年、PM2.5 は中国政府や人々が非常に

注目され、国から「大気汚染防止行動計画についての通

知」も公表しました。現在、環境問題の管理・解決を重

要な姿勢として高めています。 

 

21 世紀になってから中国が世界の工場と呼ばれてい
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ます。リーマンショックの後、世界経済は長期停滞に陥

りました。短期間のうちにリーマンショックを克服した

中国は、2010 年に GDP の規模で世界第 2 位の経済国と

なり、世界経済をリードする存在となりました。2016 年

から向こう５年の国内経済成長率を 6.5％から７％の間

に設定しておりました。現在、中国国内各産業において

過剰な⽣産能⼒が深刻化しています。それらを解決する

ために、国内の過剰資本・⽣産能⼒を海外に移転する新

シルクロード戦略を構想しました。同時に、私は科学技

術が第⼀の⽣産⼒をずっと認められています。技術⼒や

⽣産⼒を強化する上で、⾼付加価値の製品を⽣み出せる

のは、⼀番重要なことだと思っています。 

 

第三部分は、最近感じた所です。 

 

先週⽉曜⽇アメリカでアカデミー奨が⾏われました。 

その中に、主演男優賞を受賞した「蘇えりし者」という

映画を最近鑑賞しました。ストーリーは⻑いですが、簡

単でいうと主⼈公は戦争のことで家や家族を失い、⾃分

が強く⽣きていくという映画です。中⾝はとても悲しい

ですが、最後の感想として戦争がなく、家族と⼀緒に⽣

活するのはいちばん幸せなことだと深く感じました。 

最近⽇本の友達から聞いたことです。「世界終末時計」 

という仮想的なものがあります。⼈類滅亡の危険性が⾼

まれば分針は進められ、逆に危険性が下がれば分針が戻

されることもあります。1989 年 10 ⽉からは、核兵器か

らの脅威のみならず、気候変動による環境破壊や⽣命科

学の負の側⾯による脅威なども考慮して針の動きが決定

されています。2015 年は、気候変動や核軍備競争のた

め：3 分前になりました。現在、国際の秩序が⾮常に不

安定・緊張している状態となっています。だからこそ、

私たちの少し⼒だけでも、国際平和に貢献することがで

きます。 

 

４月 1 日から私は社会人として働きますので、苦しい 

ことや⾟いことがいっぱいあると思いますが、⾃分の不

⾜点や短所を直しながら、前向きに進めていきたいと思

います。この⼀年間では、カウンセラー先⽣やロータリ

アンの先⽣⽅に感謝の気持ちを忘れずに、ロータリーの

「思いやり・助け合い」の理念を広げ、将来「国際平和・

社会奉仕」 に努めていきます。特に、先生方から頂いた

「物」を次世代に伝え、今後日本と中国との社会発展と

国際親善の架け橋となるように頑張ります。 

 

以上です、ご静聴ありがとうございました。 

 

交換留学生スピーチ   セリア・ベンホーシンさん 

みなさん、こんにちは。 

２月の間に、いつもよりけいけん たくさんしました。 

まず、学校で留学生が私１人になってしまいました。夕

陽丘高校に行っていた子たちが帰国してしまいました。 

２月 1 日は、すごくじゅうような日だな～と私は思いま

した。その日にフィンランドとアメリカの子のわかれの

スピーチを聞きに行きました。 

最後のスピーチだったので、自分の帰る時の考えが急に

いっぱいあふれてしまいました。キムくんとアシュトー

ンが最後まで楽しんでいたから、私もがんばらないとと

思いました。 

 

後は、８日に、フランスから来たサラちゃんがプログラ

ムについていけなくなったので、フランスに帰ってしま

いました。それはしかたがないのですが、その日に、本

当に留学のルールを守ることはたいせつだと心から思い

ました。留学生が自分の国の大使なので、やっぱり留学

と言うことはちゃんとしないといけないぎむだと理かい

しました。 

サラちゃんとわかれるのがすごくつらかったですけど、

そのけいけんのおかげで、ぜったいこうかいでこの留学

を終わりたくないとけっしんしました。そんなシチュエ

ーションをしんじられなかったから、私にもこんな悲し

いことがおこらなようにして行きたいと思います。 

 

２月９日に、私ののってたでん車がじこでとまったけい

けんをしました。１時間動くのを止められました。そん

な珍しいことが私におこったのがすごくびっくりしまし

た。そんなことがおこるまで、あんまりそんなことに気

おつけなかったけど、きけんなシチュエーションがいつ

でもおこるかもしれませんから、そのけいけんをしたこ

とはよかったと思います。 

 

次に、日本のちこくのきびしさのけいけんしました。つ

う学の時に電車の間違で学校におくれました。その次の

日に学校で８時までペナルティーのミティングで出なけ

ればなりませんでした。時間を守ることのたいせつをわ

かりました。カナダと日本の文化の違いを見るきかいで

した。それから時間を守るようにどりょくしてます。 

それで、今月にていきをなくしました。自分のものをな

くすのが初めてではなかったけど、気おつけてなかった

から大変なことがおこりました。 

つづきはまた じかいにお話します。 To be continued 

 

交換留学生報告書       金子 虎史君 

当クラブから、交換留学生としてカナダに留学している

金子 虎史君の月例報告書をご紹介いたします。 

2015 年 9 月報告書 

学校生活       

授業の内容はわかりませんが友達と喋ったりして楽しん

でます。クラブは良いのがないのでしてません。 

先生は優しいです。多分、 

家庭生活 

最近やっと生活できるようになりました。最初はなんの

ことを言ってるのかさっぱりわからず、このさき生きて

いけるか心配でしたが、今はいけてるような気がします。 

英語は毎日勉強しています。 

友達とキャンプしたり、ホストファミリーとハイキング

をしたり、その他もろもろ楽しんでます。 

一週間前にドイツから僕がホームステイしている家に留

学生がきました。なのでインターナショナルな家になっ

てます。 
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学校以外の学習、文化体験、観光など                     

英語の勉強 

今度美術館に連れて行ってもらえるらしいです。聞き間

違いかもしれないのでもう一回聞いてみます。 

ロータリー活動への参加状況 

毎週火曜日の朝に１時間ロータリーに顔を出す。 

10 月 23-25 日にハロウィンパーティーがありました。日

本ではハロウィンだからといって得に何もしていません

でしたがアメリカのハロウィンを経験して、楽しくてハ

ロウィンも悪くないなと思いました。 

 

2015 年 10 月報告書 

学校生活 

授業の内容は少し分かるようになりました。 

友達が増えました。 

学校の生活にやっと慣れてきました。 

家庭生活 

こちらでの生活にもだいぶ慣れ、疲れがいっきにきまし

た。ホストファミリーにはカナダのモントリオールに連

れて行ってもらいました。街並みが日本とはまるで違い

あー遠い所まで来たんだな、と改めて実感しました。も

ちろん美術館にも行きました。これもまた日本では見れ

ないようなものばかりで。楽しい時間を過ごしました。 

学校以外の学習、文化体験、観光など                     

僕は柔道をこっちでしたかったのですが、あきらめまし

た。練習場所がないので。 

でもやっぱりスポーツはしたかったので、ＭＭＡ（総合

格闘技）を始めました。とても楽しんでます。 

たぶんスパーリングの時、笑ってます。 

ロータリー活動への参加状況 

毎週火曜日 

つい三日ほど前にカナダの kingstonへクリスマスパーテ

ィーに行きました。楽しい時間を過ごしました。 

 

2015 年 11 月報告書 

学校生活 

友達とも楽しくやってます。 

インドアトラックのクラブに入りました。 

授業はところどころであれば聞き取れてます。 

先生は人によりますが良くしてくれます。 

学校生活が安定してきた気がします。 

家庭生活 

英語がだんだん聞き取れるようになってきて楽しいで

す。ホストファミリーには良くしてもらってます。 

この前ハイキング行きました。 

この前 thanks giving というやつがありまして、学校が一

週間休みでした。その間にホストファミリーにの長男が

バッファローから帰ってきて喋りました。めちゃくちゃ

イケメンでした。俺もあんな顔になりたいなあと一瞬思

いました。 

学校以外の学習、文化体験、観光など                     

総合格闘技してます。強い人ばっかなんでテンション上

がります。 

ロータリー活動への参加状況 

毎週火曜日にある集まり 

ショッピングモールで募金活動 

月一回の７０４０地区の大きなロータリーの集まり。今

月は次の派遣性に向けて自分の国についてのプレゼンテ

ーション。日本に行きたい子がたくさんいてびっくりし

ました。ちなみに人数は 11 人中 5 人です。 

来月はカナダのケベックへ旅行  
2015 年 12 月報告書 

学校生活 

ＵＳヒストリーの先生がとても良くしてくれる。でもあ

まり理解はできない。 

友達は特にスティーブンがとてもいいやつです。ちなみ

に目の色は青っぽいグレーです。クラブはしてません 

家庭生活 

こっちのクリスマスは盛大でした。こんなにもプレゼン

トがもらえるのかと。年越しはタイムスクエアでやる洋

楽のライブをテレビで見ながら、そして花火をしました。 

クリスマスが終わって二日後ぐらいに次のホストファミ

リーへ移りました。今のホストファミリーはとてもにぎ

やかで楽しいです。英語も沢山教えてくれます。料理も

美味しいです。でも一つだけ伝えたい。トイレの流れる

水圧が弱いと。まあでも 3 週間なんで我慢します。 

学校以外の学習、文化体験、観光など                     

ワシントンＤＣに連れて行ってもらえることになりまし

た。楽しんできます。 

総合格闘技のジムに通ってます。ジムの人たち皆いい人

ばかりで恵まれてるなと感じました。 

文化などは教会最近では教会に行ってます。朝早いので

目が開きません。でも違う文化に触れることができてい

い経験してるなと感じます。 

ロータリー活動への参加状況 

特に変わったことはなく前と同じです。 

１２日から１５日まで旅行でカナダのケベックに行きま

す。楽しみです。 

 

2016 年 1 月報告書 

学校生活 

学校生活はいい感じになってきています。毎日楽しくや

ってます。 

1 月末にホストファミリーが変わりました。前のホスト

ファミリーと過ごした時間が充実しすぎて今が少し物足

りないです。 

家庭生活 

新聞を読む。 

学校以外の学習、文化体験、観光など                     

週 4 日放課後近くの大学で英語を教えてもらってます。

磨いてますの方がいいですね。 

マイケルという来年度日本の青森県に交換留学生として

派遣される子と友達になりました。年は同じです。日本

語と英語を教えあっています。スカイプもたまにします。

マイケル最高です。 
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日時：平成 28 年 3 月 7 日(月) 例会終了後 

場所：シェラトン都ホテル 5 階 サルビアの間 

 

出席理事 

三木武志、小川高弘、百済洋一、佐藤三千秋、中村 徹、

岩橋竜介、瀧田浩彦、浅野光男、岩﨑史郎、金子勝信、

佐井義昌、長堀哲矢           計 12 名 

 

議 題  

１、春のライラ 会員の７％（2 名）の登録の件 

（12,000 円）  承認 

２、地区協議会負担金の件  （90,000 円）  承認 

３、クラブ戦略計画委員会の起ち上げの件 （継続審議） 

４、2016-17 年度地区補助金の申請受付開始（3/1～4/30）

の件 

５、セリアちゃんの次のホストファミリーの件 

６、春の家族会の件 

 


