
10 月誕生・結婚記念祝い 

 

 

 

点   鐘   会 長  前川成吉 

ソ ン グ   「君が代」 

        「奉仕の理想」 

唱   和   「四つのテスト」 

会 長 挨 拶    会 長  前川成吉 

幹 事 報 告   幹 事  倉石昌治 

プログラム 

 第一例会につき 結婚・誕生祝い 

奨学金授与（王堯玉さん ） 

各委員会報告 

  卓話（米山奨学生 王堯玉さん） 

 

 

 

 

「誕生祝」 内田裕雄会員  川島宭会員 

 

「会員結婚記念祝」 

      花澤昇一会員  小川佐内会員 

      冨 一美会員  田邉秀雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奥様誕生祝」 古西弘和 夫人 厚子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄 付 

前川成吉会員 米山功労者 2回目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委嘱状の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 29 年 10 月 5 日） 

平成 29年 10月 26日発行 NO.2198 第 2351例会  会長 前川 成吉   幹事 倉石 昌治   会報委員長 桜井 隆宏 

前川会長 / 古西会員 

 

前川会長/ 花澤会員 / 冨会員 

冨地区米山委員長

より前川会長に米

山功労者感謝状が

贈られました。 

2017-18 年度国際ロータリー第 2790 地区ＲＬＩ

実行委員会委員に土屋俊夫会員が委嘱されました 



幹事報告 

理事会報告  

奨学金授与（王 堯玉さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」  

第 46代会長 小林定雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。9月の忙しい月、重要な行事の

ある月に１ヶ月程お休みを頂き、大変ご迷惑をおか

けして申し訳ありませんでした。また、この間代理

を務めていただきました土屋副会長ありがとうござ

いました。おかげ様で手術も無事成功し、術後の経

過も良いという事ですので、頑張ってまいりますの

でよろしくお願いします。 

この 10月は親睦旅行もございます。残念ながらま

だ長時間の外出は無理な様なので、楽しみにしてい

たのですが欠席とさせていただきます。 

今回の旅行は親睦委員が特別にクルーザーを貸切り

相模湾一周という大変素晴らしい企画を設けて頂い

ていますのでぜひ楽しんで来て下さい。 

本日はご理解、ご協力をいただきました会員の皆様

へのご挨拶とさせていただきます。この後、米山奨

学生の王堯玉さんの卓話があるそうなのでお聞き下

さい。 

 

 

 

 

第 4回定例理事会 

日時：平成 29年 10月 5日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第１号議案：９月度会計報告 

  全員一致で承認されました 

第２号議案：剣道大会について 

記念品代予算 今回 50000円 

第３号議案：横芝駅前時計塔設置について 

 標語の確認「かわすアイサツ、明るい笑顔」

に決まりました 

第４号議案：親睦旅行について 

第５号議案：その他 

 ・10/20おにぎり会…補助金 10000円 

 ・1/25卓話…地区職業奉仕委員会委員長 中村様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会のお知らせ 

・八日市場ＲＣ 

・茂原ＲＣ 

②ガバナー事務所より 

・財団室 NEWS 

・2790地区ツーリングのご案内 

 11月 3日（金/祝） 

 場所：大栄ﾊﾟｰｷﾝｴﾘｱ AM8時集合～PM3:30 

目的地：千葉県銚子方面 ※雨天中止 

申込問合せ：地区二輪の会「RMCC」事務局 

③その他 

・親睦旅行ドレスコードについて 

・10/20 おにぎり会同好会ゴルフコンペ 

・王さんから皆さんへお土産をいただきました 

 

 

 

 

会長挨拶 



委員会報告  

 

◇ロータリー米山記念奨学会 

 

委員長  越川  忠 

米山の豆辞典が届いております。皆さんのお席に置

いてありますので読んで下さい。 

 

 

◇2790地区 

 

 

 

 

 

 

 

地区米山委員長  冨  一美 

Ｒ情報 

・ロータリーの友ｐ.9 よねやまだより 

・月信 10月号ｐ.3～4  

クラブ米山記念奨学委員長セミナーの報告 

卓話の前に、改めて王さんのプロフィールをご紹介

いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生 王 堯玉さん 

皆さん、こんにちは。成田空港南ロータリークラブ

の奨学生の王堯玉と申します。私は中国河北省の出

身です。河北省は北京市、天津市を取り囲むように

位置し、北部は遼寧省、内モンゴル自治区と接し、

西部は山西市、南部は山東市、河南省と接していま

す。私が住んでいる町は河北省の省都石家荘市で

す。石家荘市の歴史はとても長く、古跡もたくさん

あります。そして、石家荘市の西には太行山脈が聳

えていますので、休みの時にはよく家族と一緒に登

山していました。 

私は高枚生の時からよく外国の映画を見ておりまし

たので、外国の事に興味を持ち、「留学」に憧れて

行きました。さらに、何度も日本に行っていた父親

から直接聞いた日本のことが本当に不思議だと思っ

たことが多々ありました。今一番印象に残るのは、

日本で一週間靴を磨かなくてもすごく綺麗なことで

す。皆さんは笑われるかもしれませんが、でもこれ

は本当の話です。そして、私が思ったのは外の世界

はどんな世界で、隣の日本はどんな国だろうと様々

な疑問が湧いて来て、ぜひ自分の目で見に行きたい

と思うようになりました。 

高校を卒業した後、志望の大学受験に失敗して、落

ち込んでいた私に父親が日本に留学してはと勧めて

くれましたが、私はずっと迷っていました。外国に

行くことに心理的な遠さを感じたことと中日の歴史

などが原因で、母親と祖母祖父が私の留学に反対し

ていたからです。しかし、私が３ヶ月で日本語試験

の準中級に合格し、家族の全員に私の決意を示した

後、私の留学に賛成してくれました。今年の２月、

両親と妹が日本に来ました。私の下宿先と様々な観

光地に連れて行きました。現在、母親は安心してい

るようです。日本に来て、ロータリアンの皆様や日

本の多くの人達と触れ合った今では、日中の歴史に

ついて教科書で学んだ日本のイメージとは違い、日

本は本当に「平和を愛する国」であることを実感し

ております。今後、もし機会があったら、祖母と祖

父にも来てもらいたいです。 

私は今、敬愛大学国際学部で勉強しています。国際

学部にはビジネスコース、英語コース、国際コース

の３コースがあります。私の専攻は国際教養です。

皆さんに自己紹介の時、よく「国際教養って、難し

いでしょう」と聞かれます。おっしゃる通り、少し

難しいです。しかし、楽しいです。この３年間で文

化、歴史、国際関係などについての知識をたくさん

学び、私の視野も広がりました。同時に、私にとっ

て毎年大学で新たな発見があるのでとても面白いで

す。大学１年と２年の時、共通科目の勉強で、基礎

である国際歴史社会の知識を勉強しました。その上

で、私は日本文化論と日本理解の授業を履修して、

初めて日本の伝統文化に触れました。授業で日本茶

道の歴史や中日庭園の違い、「花札」の図柄から読

米山記念奨学生卓話 



み取れる自然への尊敬などを勉強したので、日本の

伝統文化にすごく興味を待つようになりました。さ

らに授業以外でも、私も日本の伝統文化を体験しま

した。この前、大学の歌舞伎鑑賞教室に参加して、

素晴らしい歌舞伎を見ました。さらに、８月のロー

タリーの「親子お神輿」のイベントにも参加し、有

名な千葉祭りを見て、皆さんと一緒にお神輿を担ぐ

のは楽しかったです。３年生になってから、私の専

攻科目の授業もだんだん増えています。国際関係と

歴史について深く勉強するようになり、それと同時

に多くの不思議なことをも聞きました。すごく面白

かったです。 

自分が住んでいる町をもっと知りたいので、授業以

外の地域ボランティア活動にも参加しました。ボラ

ンティアで祭りの準備とか、会場の案内とか、様々

な新たな体験をしながら、さらに多くの人々とも知

り合うことができました。そして、今年の夏休みも

初めて宮城ボランティアに参加しました。2011年 3

月 11日の東北大震災の被災地へ行って､当地の人々

の話を聞いて、すごく感動しました。皆様は被災者

に対して同情する気持ちが強いかもしれませんが、

実は彼らはすごく「強い」と思います。皆様もぜひ

機会があったら宮城･福島へ行って、自分の目で見

て、身を通して感じてください。 

私の目標は先生になることです。私にとって先生と

いうのは、知識を教えることだけではなく、学生を

育て、尊敬すべき職業です。将来、私は大学の先生

になって、自分の知識と体験をもっと多くの人々に

伝え、学生の人生を導く先生になりたいのです。で

もこの目標が叶うまでまだ何年、否、何十年もかか

るかもしれませんが、実現するまで諦めず頑張りた

いです。今大学で様々なことを勉強していますが、

専門知識はまだ足りないと思いますので、大学を卒

業した後、大学院に進学する予定でおります。大学

院で日本文化、日本語について研究したいと思いま

す。そして、日本にいるこの間、学業以外にも多く

の日本の観光地を見学するつもりです。中国語では

「万里の道を行き、万巻の書を読む」という言葉が

あります。「一万冊の本を読んで博識になり、一万

里の道を旅して体験を積む」という意味で、座学と

共に広い世界に飛び出して様々な経験を積むことの

大切さを説いた言葉です。私も日本の多くの所へ行

って、当地の風俗と文化を身に感じ、将来学生たち 

に日本の「現実」を伝えたいと思います。 

３年半前、私は一人で日本に来て、留学生活が始ま 

りました。最初、不安な気持ちと将来を危惧する気

持ちが強かったですが、現在では多くの人々と知り

合い、日本のことに慣れてから、その不安な気待ち

はもう無くなりました。ロータリー米山奨学金を頂

いた後、私は様々な新たな体験を得て、非常に意味

がある半年間が過ぎました。 

例会で皆さんと食事をしたり、話をしたり、心を通

わす交流をしたりして、最後に一緒に会場を片付け

るなどの行為、まるでファミリーのような感じを抱

いています。そして５月の時、クラブの皆様と一緒

にロッテスタジアムで野球を観戦して、様々な話を

聞いた後、すごく楽しくて安心しました。私は早く

例会に慣れるために、この前クラブの先輩にも来て

いただき、たくさんの心得を教えてもらい、本当に

感謝しています。奨学生の研修会にも多くの優秀な

奨学生と知り合って、多くのことを勉強しました。

そして、クラブの例会以外にもたくさんの活動があ

ります。この前は「第 15回国際里山の集い」に参

加しました。ロータリーの奨学生とロータリアン、

市民が里山で草刈り、樹木の保全作業をやって、美

味しい流しそうめんを食べたことは最高でした。特

に、日本の伝統文化である「お神輿」をかつぐ体験

をさせてもらい、すごく感謝しております。 

私は奨学金を頂いた後、アルバイトの時間が減って

自分の自由時間が増えました。この増えた時間でも

っとやりがいがあることをしたいので、夏休みに大

学主催の宮城ボランティアに参加しました。この活

動で私は自然災害、復興、人生について深く考える

機会を頂きました。そしてクラブの例会で、私はボ

ランティア活動で見たこと、聞いたこと、感じたこ

とを皆様にも伝えました。 

私にとってロータリー奨学会というのは、交流、学

習、理解のイメージがあります。奨学生たちは自分

が勉強したことと考えたことをクラブの皆様に伝え

ると同時に、自分も様々なことを学び、良い経験を

得て、視野も広くなります。ロータリー米山奨学会

の奨学生になれたのは本当に幸いなことだと思いま

す。 

今、グローバル化に対応するために、各国との国際

交流はだんだん重要になりました。他国文化や歴史

や現状などを理解するのは必要です。ロータリー米

山奨学会はこの国際交流の方面ですごく先進的フロ

ント・ランナーであると思います。様々な国の人々

が集まって、一緒に交流するのは本当に難しいです

が、ロータリー米山奨学会はそれを可能にしており



ます。私はぜひこの良い機会を大切にして、頑張り

たいです。そして、この半年間を通して私の至らぬ

ところにも気づきました。今後は改善して努力いた

します。私の発表は以上です。ご静聴ありがとうご

ざいます｡ 

 

 

 

 

青柳誠君・土屋俊夫君・小林定雄君・市原豊彦君 

高田一行君 

  …米山奨学生 王堯玉さん卓話ありがとうござ

いました 

冨一美君 

  …結婚記念祝を頂きありがとうございました 

   王さん卓話ありがとう 

前川成吉君 

  …お陰様で無事退院できました 

古西弘和君 

  …奥様誕生祝を頂きありがとうございました 

花澤昇一君 

  …結婚記念祝を頂きありがとうございました 

   親睦旅行よろしくお願いします 

 

本日計    26,000円 

累 計   211,004円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37回 金刀比羅書道展 

平成 29年 10月 5日(木)～11日(水) 

山武市松尾町八田 

例会日 会員数 出席 

10月 5日 34 18 

 

出席率に
用いる数 ％ 

29 62.07 

 

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 

ニコニコボックス 


