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2014年10月16日

本日のプログラム

第1032回（本年度 第14回）例会

次回 10/23 のお知らせ

♬SONG : 「我ら中之島」
■泉博朗ガバナー公式訪問日
■ガバナーとの懇談会
　11：30～　淀川邸　鶴の間

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●職業奉仕クラブフォーラム
　福田 忠博 委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。地区米山奨学委員長近藤様、大阪大手前RCよ
り河野様、そして米山奨学生郭様、ようこそお出で下さいました。ご
ゆっくりお過ごし下さいませ。

一昨日、中村さん、浜野さん、赤阪さん、三名の日本人の方がノーベ
ル賞を受賞されました。この三名の方は青色LEDを発明され、現在の
ビジネスに於きまして大変な影響を与えておられます。
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元々はアラジンのランプのようなものから生まれ、エ
ジソンが白熱灯を発見。そして蛍光灯に変わりLED
の世界へと突入しているのです。

　益々そのウエイトが大きくなり、LEDは消費電力が
少ないだけでなく、我々の地球にとっても優しい方向
へと動き始めているのではないでしょうか。

　まだまだその性能は進化していくようですので、日
本の科学技術に誇りをもって進んで頂きたいと思い
ます。

　アメリカのノーベル賞受賞者は184名、イギリス69
名、ドイツ66名、フランス29名、ポーランド18名、日
本は18名となりました。

日本は世界から見て4番目に多い受賞国となりまし
た。アメリカやイギリスに比べたら少ないかもしれま
せんが、1964年、湯川秀樹博士が日本人で初めて物
理学賞を受賞されました。

その後、日本人の受賞者が増え始め、二年前に山中
教授がIPS細胞の研究におかれ受賞されました。

2012年の地区大会のイベントで、山中教授をお招き
することになっておりましたが、ノーベル賞の授賞式
と重なり、代理の先生に講義をして頂きました。あっ
という間の二年間を思い出している次第です。

村上 俊二会員 ご入会おめでとうございます

ようこそ
! 中之島ロータリークラブへ

2014-15年度第1031回（第13回例会）
幹事報告 (10/9)

幹事  辻　 義光

■10月は職業奉仕、米山月間です。本日、米山奨学委員

会の卓話です。

　地区米山奨学の近藤菜穂子委員長をお迎えしてお

話をしていただきます。

■本日例会終了後に第5回11月度理事会が開催されま

す。理事、役員の皆様はご出席いただきますようお願

いします。

■10月16日（木）、泉ガバナーが訪問されます。会員の

皆様、全員出席お願いします。

■10月18日（土）2014年度第6組インターシティミー

ティングが開催されます。

　1． 時間　13：00～17：00

　2． 場所　コングレコンベンションセンターホールA

　　　　　 （グランフロント大阪北館B2F）

■10月23日（木）職業奉仕委員会クラブフォーラムを行

います。福田委員長よろしくお願いします。

■10月30日（木）台北福齢RC姉妹締結10周年行事を

行います。当日は夜例会です。

■クラブロータリー財団委員長会議が開催されます。

　1. 日時　2014年11月1日（土）　13：30～15：45

　2. 場所　薬業年金会館601号室

　ロータリー財団委員長、出席お願いします。

■11月3日（月）、4日（火）東北震災支援の贈呈式に会

長ほか5名ほど岩手県岩泉町へ行きます。



2014-15年度　米山月間卓話

村橋 義晃 会員、 講師 ： 地区米山奨学委員長　近藤 菜穂子 様

ロータリー米山記念奨学事業とは、日本の全ロータリア
ンが参加し推進している事業で、日本で学ぶ外国人留
学生へ奨学金を支給し、支援しています。1年間に全国
で約700人、これまでに123の国と地域から18,104人
を支援しています。日本には、外国人留学生を対象とす
る民間奨学団体が129団体ありますが米山はその中で
最大の事業規模です。

ロータリー米山記念奨学事業の「米山」とは、日本で最
初のロータリークラブを創立した米山梅吉翁のことです。
戦後の復興へと向かい始めた当時、「二度と戦争の悲
劇を繰り返さないために、“平和日本”を肌で感じてもら
いたい」という、当時の日本のロータリアンたちの強い
想いがありました。

ロータリー米山奨学記念事業の意義として、

1. 優秀な留学生の生活支援

2. ロータリー活動の理解者・実践者の育成（将来のロー
タリアンとしての活躍を期待！！）

3. 多様な国籍の米山奨学生を架け橋としたロータリア
ンの更なる国際化進展

であります。米山の大きな特長である「世話クラブ・カウ
ンセラー制度」によって、世話クラブの例会に参加したり、
ロータリアンと奉仕活動を共に体験することで、日本人
の“心”、ロータリーが求める平和への願いを理解しても
らい、平和の懸け橋となる優秀な人材を育てることがで
きます。これこそが、日本のロータリアンたちが受け継い
できた、この事業の真髄だと思います。

更に、米山奨学事業の素晴らしさは、世話クラブと奨学
生と共に学ぶことができることです。異文化コミュニ
ケーションを通じて異文化についての共通点や相違点
などの理解や感動が数多くあります。奨学生は日本で自
己発見をし、世話クラブと関わることにより自己変革し
て、そして自分の夢への第一歩を自己実現することがで
きます。

このように奨学生を支援することへの意義と感動は他
の奨学金ではなかなか味わうことができないでしょう。
この有意義で素晴らしい事業を継続していけるのも、一
人ひとりのロータリアンのご寄付のお陰と大変感謝い
たしております。地区で奨学生を何人採用できるかは、
ほぼ、寄付額の全国比で決まります。一人でも多くの奨
学生を採用できるよう、今年度の目標（一人当たり
30000円）に向けてご協力をお願い致します。

米山奨学事業は、日本のロータリーが世界に誇ることの
できる人材を育成する世界国際貢献事業です。教育へ
の投資は、国際親善など有効に計り知れない長期的波
及効果があります。そしてこの事業の根幹は、日本に来
て学ぶ留学生に、ロータリーの心、日本人の心を伝え、
お互いに信頼関係を築くことで、世界の平和と発展に貢
献することと固く信じております。

（※詳細はロータリー米山記念奨学事業豆辞典をご参
照ください）



　来日して2年半が経ちました。私はこの2年半の留学
生活を通して得たものはたくさんあったと思います。

まず、世界の様々な国から、日本に来た人々と巡り合っ
たことにより、色々な文化や価値観に触れることができ
ました。

また、日本語能力が向上したことについても感じており
ます。最初の半年は日本語の聞き取りすら慣れなかった
ため、日本での生活に不安だらけでした。

しかし、留学先で日本語を学習する友人たちと出会い、
目的を共有する人たちと切磋琢磨することによって、学
習意欲が増しました。そして、学校の先生や友人に恵ま
れて、日本語の学習に楽しい思い出がたくさんできまし
た。とはいえ、これまでの留学生活で得たものは、あくま
で留学生であれば誰でも経験できることであると気付
きました。

その後、1年間の語学学校の課程を終えた後に、更に日
本の大学院に進学することとなりました。

院生になって学業に励んでいた日々に重大な転機が訪
れました。それは、ロータリー米山記念奨学会にお世話
になったことです。今年の4月にロータリー米山奨学生
として活動し始めてから、あっという間に7か月が過ぎま
した。この間に私が経験したことについて、少し話したい
と思います。

1つ目は、日本での就職を決意したことです。日本で働こ
うと思ったきっかけは、留学中における日本でのライフ
スタイルが好きになったことです。次第に日本で働き、日
本の社会の中で暮らしていきたいと思い就職を希望す
るようになりました。

ところが、日本と台湾との就職活動に大きな相違があ
り、4月から始めた就職活動は疑問や違和感の連続でし
た。短期間に数十社の説明会や個々の企業の研究、更
には面接対策など様々なことが大変でしたが、その際
に、カウンセラーである村橋様の指導に助けられ、また
心温かく見守ってくださる大阪中之島ロータリークラブ

米山奨学生として経験したこと 米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）

の皆様のおかげで無事乗り越えることができました。

就職先が決まって、ひと段落し、現在は修士論文を始め
ており、卒業に向けた準備をしている最中となっており
ます。

そして2つ目は、日本での人との接し方や礼儀、また人と
の繋がりは、今後社会に出ても必要であると考え、少し
ずつ日本のマナーを学んでいくことに取り組みました。

特に台湾語や中国語では、日本語のように敬語の使い
方が細かいことはありません。米山奨学会に出席するま
では敬語を使用する機会は少なかったことから、最初に
参加した際には言葉遣いに苦慮した記憶が残っており
ます。7か月で多少は話せるようになりましたが、未だ分
からないことが多く、勉強しなければならないことがた
くさんあります。

最後に3つ目は、日本の文化への理解を深めようとして
いることです。

日本語を勉強すると日本の歴史の深さに感激しました。
そして次第に日本の文化に興味を持つようになり、日本
国内の歴史的建造物をこの目で見たいと思うようにな
りました。奨学生となったことで、生活に時間的余裕が
できたので、日本国内の世界遺産巡りやお城巡り、更に
は、色染め、茶道といった体験をすることができました。

そして最近では京都で着物を着ました。

過去浴衣を着たことがありますが、着物の着付けは想
像を超えて大変でした。最初の着物選びから悩みに悩
み、とりあえず好きな柄の着物だけを選びましたが、半
襟、帯や飾り紐などの小物はどうしても決められません
でした。困っているところに、店員に助けられ、手際よく
コーディネートしてくれました。

着付けを終わった後は、京都の街の散策へ行きました。
今まで京都は何度か行ったことはありますが、着物を着
ることだけで新鮮な気持ちになれました。

様々な国の観光客から話かけられ、一緒に写真を撮っ
たり、撮られたりして、凄く楽しかったです。また機会があ
れば、着物を着たいという思いで髪飾りを購入し、初め
ての着物体験の記念品でもなりました。

そして、いつかは自分で綺麗に着物を着られるようにな
りたいと思いました。

私は来年の四月に一社会人として日本で働くこととな
り、まだ日本にいれることに非常に幸せを感じておりま
す。それは皆様から支えられたことによって叶えられた
ことと思っており、感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも生活を楽しみに、少しずつでも前に進めるよ
うに頑張っていきたいです。



日　時：2014年10月9日（木）13：40～
場　所：太閤園　蔵の間
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・早瀬・北村・福田・木村・吉田・檜皮 　以上9名（敬称略）

【’14年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1035

1036

1037

1038

17

18

19

20

委員会報告
次年度理事・役員候補者発表

ロータリー財団委員会卓話

ロータリー規定・情報委員会卓話

三世代合同例会

第6回12月度理事会

各委員会・SAA・会計
指名委員：下岡委員長

ロータリー財団委員会：
檜皮委員長

規定情報委員長：
山本委員長

【’14年12月 行事予定】　（家族月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

20日（土）

25日（木）

1039

1040

-

1041

-

21

22

-

23

-

卓話

年次総会

例会期日変更 ⇒ 12/20（夜例会）

クリスマス家族会

休会③

卓話担当：木村佳弘会員
　　　　  村上俊二会員

（次年度理事・役員決定）

夜例会

新入会員

第7回1月度理事会

11/3（月）～4（火）
　東北支援贈呈式
11/12（水）
　睦輪会
11/15（土）
　成美学寮餅つき大会
11/27（木）
　三世代合同例会

【’15年1月 行事予定】　（ロータリー理解推進月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

1日（木）

8日（木）

15日（木）

22日（木）

29日（木）

-

1042

1043

1044

1045

-

24

25

26

27

祝日

会長・幹事新年挨拶　　　　　　

卓話

卓話

上半期新入会員歓迎会

第8回2月度理事会

第3回クラブ協議会

下岡会長・辻義光幹事

卓話担当：岡本会員

卓話担当：満村会員

夜例会

睦輪会
1/10（土）～13日(火）
　ベトナム奉仕事業

12/5（金）～6（水）
　地区大会

2014-2015 年度 第5回　11月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

審議事項
1. ロータリー細則見直し

10月23日（木）に改正案を会員に配布

　⇒［ 承認 ］

2. 村上俊二会員
職務を不動産コンサルタントとする

　⇒［ 承認 ］

3. 次年度の米山奨学生の件
例年通り奨学生を受け入れる

　⇒［ 承認 ］

4. 2014年12月4日（木）木村佳弘会員・
　村上俊二会員の自己紹介

　⇒［ 承認 ］

5. 2014年11月6日（木）理事役員をクラブで発表
　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

貴重なお時間有り難うございました
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下岡：村上様、入会おめでとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

嶽下：ニコニコ
村橋：地区米山奨学委員会近藤委員長、卓話よろしく

お願いいたします。
よろしくご指導お願いいたします。

辻（義）：近藤委員長をお迎えしてニコニコ、村上会員
入会ニコニコ

辻（一）：税理士会用務のため早退します。お許しくだ
さい。

吉田：ニコニコ
福田：ロータリーにふさわしい人村上氏が今日わがク

ラブに入会します。皆様よろしく！
高島：近藤地区米山奨学委員長、お忙しい中お越しく

ださり有難うございます。
犬飼：米山奨学委員長、近藤様よろしくお願いします。
小林：少々寒く感じる日々ですが、風邪などお召しに

ならないように。
北村：久しぶりの良い天気！昨夜の皆既月食は良かっ

たですね！
岡本：先週欠席のお詫び
栗山：ニコニコ
地区米山奨学委員会　近藤菜穂子 様：

今年もよろしくお願い申し上げます。

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥516,000

●出席報告
会員数 28名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 21名 外国ゲスト 1名
欠席者 7名

出席率 75.00%
9月18日の修正出席率 85.18%

●メイクアップ
井戸本 泰次  9  月22日 東大阪中央RC
北村 　譲  9  月28日 ガバナー杯野球大会
杉村 雅之  9  月28日 ガバナー杯野球大会
梅原 一樹  9  月28日 ガバナー杯野球大会

●本日のゲスト
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
地区米山奨学委員会　委員長
 （ゲストスピーカー）近藤 菜穂子 様
大阪大手前RC 河野 裕一 様

本日のメニュー

先付け 蟹　法蓮草　茸　菊花　浸し　揚げ春巻き皮
御造り 鯛　鮪山掛け
揚　物 秋刀魚龍田揚げ　海老　南瓜　薩摩芋
 サラダ　レモン　胡麻ドレッシング
蒸　物 海鮮茶碗蒸し　百合根　椎茸
 三つ葉　鼈甲餡
食　事 白御飯
止　椀 赤出汁
香　物

写真部研修会
10月11日から13日に写真部恒例の北海道美瑛撮影会
を実施しました。
当日は最高の天気と菊池先生のご指導のおかげで、全
員素晴らしい写真を撮ることが出来ました。セミプロに
なったかな？
参加者：檜皮、木村佳弘、村橋、辻一夫、嶽下（敬称略）


