
会長：　武田 和則 / 幹事：石渡 健司 ： 例 会 日：木曜日
クラブ会報委員会： ： 午後 12:30開会

委 員 長 ：境野 登章 ： 会.....場：アイトピア

　　副委員長 ：永島 健雄

第２２２9回 第 十 九 回 例会 （2011年 11月24日）

☆ 点鐘

☆ ロータリーソング斉唱

☆ 四つのテスト唱和

☆ 来訪者紹介

☆ 会長報告　　　　 武田和則会長

☆ 幹事報告... .... 石渡健司幹事

☆ 委員会報告

☆ 本日の卓話 .... 　　　 　米山奨学生の茹一辛さん　

☆ 謝辞　　　 　 　　　　　 　武田和則会長

☆ 出席奨励委員会　 　　　 野口一信委員長

☆ スマイルボックス委員会　鈴木貴大副委員長

☆ 点鐘

★ 点 鐘　

★ 来 訪 者 紹 介

米山記念奨学推進委員 奈奈良橋 秋夫様

本日卓話をして頂く、米山奨学生の茹一辛さんです。

★ 会 長 報 告　　　 武田 和則会長

皆さん、こんにちは。今日は米山奨学生の茹一辛（ジョ　イッシ

ン）さんの卓話例会となります。10月6日のガバナー公式訪問以

来の、約50日ぶりにホームグラウンドへ戻って参りました。懐かし

い気が致します。皆さんご存知とは思いますが、米山奨学につい

て、少しおさらいをしておきたいと思います。米山奨学事業は、

日本最初のロータリークラブの創立に貢献した実業家、米山梅

吉氏の功績を記念して発足いたしました。1952年、今から59年

前に東京ロータリークラブで始められたこの事業は、やがて日本

の全クラブの共同事業に発展しました。日本のロータリアン9万人

が支援しております。～会長報告　右のページへ続く～

～左ページより続き～

ロータリアン全員が、年間4,000円の米山奨学、普通寄付金で3

億6,000万円になります。その他、会員個人寄付金等があります

。2009年度は年間助成額が14億5,000万円で、日本の助成財

団で第5位になっております。ちなみに第1位は大阪府育英会で

、約140億円となっております。先日の日本で幸せを感じる都道

府県では大阪府が最下位だったのですが、視点をかえれば随分

と違ってくるようです。ちなみに行田ロータリークラブで最多寄付

者は、計8回の湯本会員です。次は計5回の、小山会員・小林会

員・福島会員・宮内会員となっております。みなさんも、早く最多

回数に追いつくようにお願いを申し上げます。ロータリー米山奨

学会は、勉学や研究を志して日本に在留している外国人留学生

に対し、奨学金を支給して支援する民間の奨学団体で、年間

820人の採用です。日本国内では事業規模・採用数ともに、民

間では最大となっております。ここで茹一辛（ジョ　イッシン）さん

のプロフィールを、少し紹介いたします。年齢は２？歳。出身は

中国。学校は埼玉大学で、学部3年生です。社会環境設計学科

専攻です。設計と言う事で私と似たような事かと思い調べましたが

、すこし難しい説明がありましたので、ここは省略致します。建築

設計よりは規模の大きな事だけは、わかりました。それらを卓話の

中で説明される事と思います。期間は2011年4月～2013年3月

までで、住所は東京都日野市在住で番地まではわかりません。

ただ埼玉大学はさいたま市で、少し遠いようですが理由があるの

でしょうか。米山記念奨学会の目的として、世界平和を願って何

故留学生支援なのかと言う記事が有りましたので、それを紹介し

て終わりとします。今後、日本の生きる道は平和しかない。それを

アジアに、そして世界に理解して貰う為には、一人でも多くの留

学生を迎え入れ、平和を求める日本人と出会い、信頼関係を築く

事。事業創設の背景には、ロータリアンのこの様な想いがありまし

た。それから50年以上の歳月が流れましたが、世界に平和の種

子を蒔くと言う米山奨学事業の使命は一貫して、変っておりませ

ん。むしろ、今日(こんにち)の世界情勢と日本の置かれている状

況を考える時、その使命はますます重要性を増しているのではな

いでしょうか。　～会長報告　次のページへ続く～



～会長報告　前のページより続き～

留学生への支援は、未来に向かって平和の架け橋を架ける尊い

奉仕なのです。と書かれておりました。茹一辛さんは当然理解さ

れている事と思いますが、再認識をして頂き、学業に異文化理解

に、そしてコミュニケーション能力向上にと、励んで頂く様にお願

い致します。これで会長報告を終わらせて頂きます。

ご清聴ありがとうございました。

★ 幹 事 報 告　　　　　石渡 健司幹事

皆さんこんにちは。例会場での例会が暫くぶりになってしまい、

申し訳ありません。１０月の例会は、グランドゴルフ例会・ケヤキ

ホーム交流・行田３クラブ合同・そして地区大会と別会場での

行事続きでした。大変ご協力頂き、有り難うございました。

おかげさまを持ちまして、無事にそれぞれの例会を終了すること

が出来ました。それぞれの例会報告は週報にて紹介しておりま

すので、是非もう一度ご覧下さい。

週報の見方についてはメールで案内しましたが、もし解りにくい

ようでしたら私又は担当の境野会員にご連絡下さい。

個人的にご案内します。

①先日の地区大会は川越で行われ、行田さくらロータリークラブ

...と吹上ロータリークラブと合同でバスを出しまして、行田ロータ

...リークラブでは１０名の方に参加して頂きました。大変盛大な

...大会でした。また来年はガバナーが吹上ロータリークラブの

...鈴木氏になります。地区大会は、鴻巣の文化ホールクレアを

...予定しております。そしてまだ要請はありませんが、吹上主幹

...に行田さくらロータリークラブ・行田ロータリークラブが、応援

...で行う事になります。また国際ロータリー会長が、２７７０地区

...八潮ＲＣから田中作次RI会長を排出します。その影響も多少

...あるのではないかと思われます。

②１２月１日は、１１時より理事会が行われます。

...理事の皆様は宜しくお願いします。

③行田ライオンズクラブよりチャリティーディナーショーの案内が

...来ています。参加出来る方は、宜しくお願いします。

........................................～幹事報告　右のページへ続く～

～幹事報告　左のページより続き～

④立原ガバナーより地区大会の御礼の書が届いています。

⑤次回は次年度会長の大切な年次総会ですので、出席を宜しく

...お願いします。以上で幹事報告とします。

★ 委 員 会 報 告

※音楽・読書委員会 武笠毅委員長

12月23日に、スクールバンドフェスティバルが行われます。

通常例会を行い、会場を移動しての演奏会となります。

ぜひ皆さん参加してください。宜しくお願い致します。

※社会奉仕委員会 小沢瑛委員長

アイバンク登録をお願いします。行田ロータリークラブより、既に

14名の登録を頂いております。アイバンクと言うのは、亡くなって

から角膜を取り出します。そして目の見えない人が、目が見える

ようになります。待っている患者さんは、かなりのたくさんの方がお

ります。私も登録しました。出来たら会員の皆様だけではなく、

ご家族の方もご一緒に登録して頂けたらと思います。

委員会は変わりますが、ブライダルの大野さんが欠席ですので、

代わりに私の方で発表します。昨年度、結婚まで成立した方が２

組。今年私が登録をした人が、１組結婚が成立しました。登録す

るのに3,000円。２年を過ぎたらまた再度登録をして頂く事になり

ます。合同のブライダルパーティーが、年間2回あります。

お知り合いの方、ぜひ登録を宜しくお願い致します。

...............................................................................～委員会報告　次のページへ続く～



～委員会報告　前のページより続き～

※親睦委員会　小椋剛委員長

12月15日、アイトピアに於いてクリスマス例会を行います。

イベントは、歌手による歌とビンゴゲームなどを用意しております

。奥様をお誘いの上、出席の程、どうぞ宜しくお願い致します。

★ロータリーの読みどころ紹介　福島悦伸委員長

例会時にお配りした、別紙をご参照下さい。

★卓話者紹介　米山記念奨学推進委員
...............................................奈良橋秋夫様

私は本庄南ロータリークラブに所属しております。2570地区の

奨学生は24名おります。男性女性、ほぼ半々くらいです。

本日は、茹一辛さん宜しくお願いします。

★本日の卓話　米山奨学生の茹一辛さん

皆さんこんにちは。本日は自分が何故日本に留学に来たか、そ

して来てから何を感じたかを、簡単にお話をさせて頂きたいと思

います。実は私は小学生の頃から日本の文化に魅せられ、いつ

の頃からかぜひ日本と言う国に行ってみたいと思うようになりまし

た。しかし私が生まれた家庭は裕福な家庭でなく、何回も日本へ

の留学をやめざるを得ないと諦める事もありましたが、最後には色

々な方々のお陰で日本への留学がやっと出来ました。皆さんに

感謝しております。日本に来て、最初は福岡の天神にある日本

語学校で勉強していましたので、福岡で1年間過ごしました。同じ

日本でも、福岡と東京では違うところが沢山あります。福岡に対す

る第一印象は、本当に綺麗でまるで漫画の世界みたいと思いま

したが、始めて東京に来た時は（汚い。ここは本当に日本か。）と

思いました。それから言葉が違い、福岡にいた時は日本語の授

業以外みんな博多弁を話していました。また福岡と東京を比べる

と、東京は冷たい感じがします。その他食べ物に関してですが、

福岡の餃子はほぼ一口餃子で、宇都宮餃子みたいな大きな餃

子はなかったです。そして明太子料理が多く、明太いわしや明

太だし巻き卵などがほぼどのお店でもありましたが、東京ではあま

りないみたいです。それから、福岡はラーメンが安くとても美味し

かったです。ちなみに定番の博多ラーメンは、一杯290円でした

。同じ日本でも、九州や関西と関東、言葉から生活週間まで全然

違います。同じように中国でも南と北、むしろ省ごとに、言葉も生

活週間も含め価値観までもが、全て違うのです。例えば、中国出

身と言ったら日本の方に餃子を食べるイメージを与えるかもしれま

せんが、実は私の実家の方では基本的に餃子はないのです。

代わりに、ワンタンを食べます。あと同じ中国でも北地域に比べ饅

頭や麺類の食品もあまり食べない方で、代わりに粽や餅を食べま

す。毎食基本的にお米を食べ、お味噌汁はありませんがスープ

は大概付いています。またお菓子も和菓子のように餅粉で作られ

、もちもちの触感が要求されます。アルコール類が強いのも、北

の方の方です。中国では様々な方言があり、同じ国でも外国語

に聞こえてしまう事も多々あります。それから北の方が男子上位

になっていますが、南の方ではどちらかと言うと男女平等或いは

女子上位の傾向が強いように思います。また、服装の好み・味・

生活習慣・価値観も違って、まるで外国人のようです。　　　　　　

～卓話　次のページへ続く～



　　　　　　　～卓話　前のページより続き～

話は変わりますが、「日本に来てびっくりした事はありますか？」と

よく聞かれます。一番びっくりしたのは、トイレの清潔さでした。そ

して電車の中が、まるで図書館のように静かで電話で話す人やご

飯を食べる人が殆どいない事。それからトマトにお塩をかけて食

べるのを見ても、びっくりしました。私の実家では、砂糖をかけて

食べているからです。福岡と東京の差異。中国の北と南の差異。

中国と日本の差異。私はそれらを体験する事が出来、とても面白

く思います。異文化理解や今のグローバリゼーションとローカリゼ

ーションと両方進んでいる世界への理解にもとても重要だと思い

ます。これから私もこの留学の経験を生かし、日本と中国の架け

橋になりたいと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。

武田会長 ジョ・イッシンさん、ようこそいらっしゃいました。
卓話ありがとうございます。

石渡幹事 奈良橋さん、茹さん、卓話ごくろうさまです。
よろしくお願いします。

本庄南RC（米山記念奨学推進委員）奈良橋秋夫様

お世話になります。本日はよろしくお願い致します。

諸貫会員
内山俊夫会員、黄綬褒章受章おめでとうございま
す。

永島会員

去る11月22日“みらい”にて『水とともに歩む行田
の歴史忍の浮き城』上映会が満席で終了いたし
ました。本日鴻巣市赤見台中学校2年生に埼玉
古墳の講演に行って来ます。

湯本会員 忘年会シーズン到来、飲み過ぎに注意しましょう
。

冨田会員
米山記念奨学推進委員、奈良橋秋夫様、本日
はご苦労様です。奨学生、茹一辛さん、本日は
卓話ご苦労様です。頑張ってください。

宮内会員
奨学生、ジョ・イッシン様ようこそいらっしゃいまし
た。本日の卓話よろしくお願いします。

中島会員
朝、打つ太鼓の音が高く聞こえる様になりました。
乾燥している証拠です。風邪をひかぬ様、気を付
けましょう。

福島会員
12月4日のディナーショーよろしくお願いします
。10月5日に亡くなられたスティーブ・ジョブズさ
んは曹洞宗の信者さんです。

斉藤会員
ジョ・イッシンさん卓話ありがとうございます。これ
からも日中友好のかけはしとして、日本の文化や
ロータリーの事を中国の方々にお伝えください。

島崎会員
４５周年懇親会の司会進行では不手際多く申し
訳ありませんでした。もしも次の機会があった時は
しっかり決めたいと思います。

小川会員
ジョ・イッシンさん、日本での学生生活を楽しんで
おられますが、文化の違いに戸惑うことはありませ
んか？お話しを楽しみにしております。

山田会員 卓話ごくろうさま。

武笠会員 12月23日（金、祝）の行田市スクールバンドフェ
スティバルへのご参加よろしくお願いします。

黒田会員 久しぶりの例会でした。また宜しくお願いします。

小菅会員

ジョ・イッシン様、卓話ありがとうございます。12月3
日14：30～商工センターにて平石医師（スポーツ
トレーナー）の講演があります。ご参加よろしくお
願いします。

小椋会員 ジョ・イッシンさん、卓話ありがとうございます。

井上会員
　本日は急いで深谷に向かいます。埼玉北部ビ
ジネス交流会に参加してきます。

鈴木貴大会
員

あと2日で自分の誕生日です。あと3日で妻の誕
生日です。あと4年で50歳です。

以下同文
古沢会員、小池会員、小沢会員、持田会員、鴨
田会員、渡辺会員、鈴木克枝会員、柿沼会員、
坂本会員、野口会員

本日のニコニコ　４２，０００円　頂きました。
ありがとうございました。（順不同にて報告しました）

★ 点 鐘　武田和則会長

★ 謝 辞 　　武田和則会長

中国と日本の違いを詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

※その後、奨学金の授与がありました※

★出 席 奨 励 委 員 会　野口一信委員長

野口一信委員長 鈴木貴大副委員長

T ・ 正 会 員 数 56名

A ・ 85年規定承認者 11名

A ・ 理事会欠席承認者 0名

P ・ 本 日 の 出 席 者 33名

B ・ 各承認者の例会出席者 6名

MU ・ 本日のメーキャップ者 5名

本 日 の 出 席 率 74.5％

★ スマイルボックス委員会　鈴木貴大副委員長

～ニコニコ報告 右のページへ～
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