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　2016年7月現在、世界124ヵ国からこれまで
に、累計19,197名の奨学生を受け入れてきまし
た。今年度は、730名の留学生が来日しており、
当2740地区においても、中国7名、ベトナム4
名、韓国3名、台湾1名、バングラディシュ1名、
合計16名の米山奨学生を受け入れています。
　また、寄付総額では、これまで地区の累計金
額は約9億5千万円になっています。佐世保RC
の前年度累計金額で、約8,360万円となっていま
す。これは地区内１位の実績です。これからも
多くの留学生が巣立ち、世界で活躍する米山記
念奨学会事業は、日本のロータリーに最もふさ
わしい国際奉仕事業とも言えるのではないでし
ょうか。今年度も皆様のご協力をよろしくお願
いします。
　以上、「米山月間にちなんで」会長報告でし
た。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　長崎みなとRC	 大坪　　進さん
◯卓話者
　米山奨学生（活水女子大学）	 沈
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	 幹事　松尾　文隆
１．ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長　小沢　一彦さん
　10月米山月間資料のご案内
　　1．豆辞典（全会員配布）
　　2．	クラブ米山記念奨学委員長の手引き（委

員長宛）

	 会長　増本　一也
　先週の8日㈯ 19時より、「児童
養護施設との稲刈り体験交流〜愛
のお米1,000kg贈呈」事業の第1回
実行委員会を開催致しました。
　補助金委員会の坂元	崇副委員
長を中心に、各委員会のロータ
リアンの皆さん、長崎国際大学ローターアクトク
ラブの皆さん、西海学園インターアクトクラブの
顧問の林田先生、そして今回もお米と稲刈りの
田んぼを提供してくださる元米山奨学生の官家
興さんにも参加して頂きました。皆さん、楽し
そうにいろんなアイデアを出しておられました。
　来る10月22日㈯は、午前10時より児童養護施
設の子供達約50人を招待して、稲刈り体験やバ
ーベキュー、映写会等の事業を実施致します。
人手も多くいりますし、対外的な広報もこの補
助金事業の要件の一つですので、皆さんのご協
力をよろしくお願いします。後程、坂元　崇副
委員長よりご報告して頂きます。
　10月は、「経済と地域発展月間」と共に「米
山月間」の強化月間です。本日の卓話者は、米
山奨学生、シン･シイツさんです。中国、重慶市
のご出身です。
　米山記念奨学会は、日本で最初にロータリー
クラブを創立した米山梅吉氏の功績を記念して
1952年に東京RCが米山奨学制度を創設したのが
始まりです。敗戦後の日本は、平和を愛する安
全な国である事を全世界にアピールする必要が
あり、当初は、東南アジアの留学生を対象に、
この事業を始められました。今年度で、日本の
米山記念奨学会が発足して64年目です。現在で
は、民間最大の奨学金制度で、多くの卒業生を
輩出しております。
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■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　芹野　隆英
　増本一也会長より、（公財）ロー
タリー米山記念奨学会へ特別寄
付をいただきました。

	 朗遊会　米倉洋一郎
　10月8日㈯の第2回朗遊会は雨のため中止をし
ました。次回は11月5日㈯に行いますので、ご
参加をよろしくお願いします。

	 出席・例会委員会　西村　一芳
　今回は「ロータリーの友10月
号」のFRIENDSHIP　PLAZA
より、丸亀RCの横田龍男さんの
「ロータリーらしさとは」（P58参
照）をご紹介いたします。
　私もそうですが、ここ近年で
佐世保ロータリークラブも入会３年未満の会員
の割合が増えて来ています。私に「ロータリー
らしさとは？」と聞かれても答えに苦しむのが
現状です。
　横田さんの中でのロータリーらしさとは、ロ
ータリーの基本を守る事だと言われております。
　①	例会時に規律を保ち、緊張感を持った例会
運営をする

　②むやみやたらに例会変更はしない
　③	例会とレクリエーションを混同してはなら
ない

　④	夜間例会のお酒の入る席でも、品位のある
例会運営をする

　⑤	例会においては、ためになる、実のあるプ
ログラムを組む

が、「当たり前のこと」と言われています。

　時には初心に返り現状を「四つのテスト」に
照らしてロータリーを顧みる事が必要とも言わ
れています。
　また「ロータリーらしさ」の解釈は違えど「そ
のような考え方もあるのか」と受け入れるところ
にロータリーの寛容の精神があります。
　ロータリーらしくない時には、思い切って声
をあげていく事をしないと「ロータリーらしく
ない」事が常態化し、誤解を受ける原因になる
と締めくくられています。　

　　3．寄付マニュアル
　　4．2015年度事業報告書
　　5．事業報告書統計･資料編
　　6．2015年度決算報告
　　7．追加資料申込書

2．聖和女子学院中学校高等学校
	 校長　卜部　篤志	様
　『	第35回チャリティーコンサート聖和音楽の
つどい』開催について（ご招待）

　　日時／平成28年10月22日㈯
　　　　　13:30開場　14:00開演
　　会場／アルカスSASEBO

■補助金委員会	 坂元　　崇
「�児童養護施設との稲刈り体験等
交流〜愛のお米1,000kg贈呈〜」
参加のご案内

　本年、佐世保ロータリークラブ
は、ロータリー財団地区補助金事
業の人道的支援の趣旨目的に沿い、当事業を通
して児童福祉と社会的養護を体験することで、
青少年の健全育成に繋げることを目的として児
童養護施設へ白米を贈呈いたします。そして、
その一環として、児童養護施設の子供達、長崎
国際大学RACと西海学園IACの学生も参加し、
「稲刈り体験」、「バーベキュー」を企画いたしま
した。この機会を通して子供達とのふれあいの
場を設け、子供達の成長の一助となることを期
待いたします。
　
　日時／平成28年10月22日(㈯
　　　　10:00〜14:00（9:50集合）
　場所／	東部地区コミュニティセンター及び近隣

農地
　集合場所／東部地区コミュニティセンター
　　　　　	（東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷726）

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
　10月6日㈭に長崎国際大学にて
8月10日分の例会を開催しまし
た。メインテーマでは公式訪問
について集中討議がなされ、大
学生らしい活発な意見が飛び交
い、公式訪問では楽しい例会に
なるような気がいたします。内容につきまして
は…内緒です。

委員会報告

朗遊会より

雑誌の時間
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わらず、4位をいただきました。これを機に、
もう少し出席できる様に時間づくりに励みます。
　なおこの日は、朝から雷と雨のどしゃぶりに
て、9:30で中止となりました。抽選くじで4位を
引いていただいた古賀久貴さん、誠にありがと
うございました。

大久保利博さん、平尾　幸一さん
西村　一芳さん、大神　吉史さん
川口　博樹さん、石田　謙二さん
古賀　久貴さん
　誕生祝いありがとうございます。

『出会いは人生を変える』

　米山奨学生　沈
シン

	思
シ

	佚
イツ

さん
　　　　　　 （活水女子大学）

　皆さん、こんにちは。今日は
皆さんの前で、卓話という貴重な機会をいただ
き、クラブの皆さんに心より感謝致します。
　私は今年の3月に米山奨学生に選ばれ、長崎
みなとロータリークラブに所属しています。我
クラブの会員数は26人で雰囲気も良く、とても
あたたかいクラブです。クラブは毎年いろいろ
なボランティア活動や国際交流活動をやってい
ます。私は5月に、上海師範大学との交流活動
に参加させて頂きました。ホームステイという
形で、上海から来た3名の学生は、１週間の
間、活水女子大学での授業参加、長崎の観光、
中国領事館への訪問など、様々な勉強や交流を
行いました。私は彼女たちと一緒に活水女子大
学の授業に出たり、ハウステンボスで遊んだり
しました。クラブの皆さんのおかげで、彼女た
ちは日本の生活を体験することができ、文化交
流もできました。私は今でも、彼女たちの明る
い笑顔を忘れられません。
　私の出身地である重慶市は中国西南に位置し
ています。重慶を詳しくご存知の日本人はあま
りないと思いますが、実は重慶もとても重要で
不思議な魅力がある街です。

ニコニコボックス	 本日合計	　11,000 円

	 累　　計	 353,000 円

◇

　日本全体を見渡しても政治や経済、教育等含め
て「らしくない」事が常態化し、そのことによっ
て物事が悪循環になり不祥事や事件、事故を巻き
起こしているのも現状です。今回の記事を通じて
やはりロータリーに所属したからには決まりを守
り、今までのやり方や経験をもとに物事を否定す
るのではなく、素直に受け入れる気持ち、相手の
事を考える気持ちを持ち、活動をしていきたいと
思いました。まずは一生懸命活動して知識を深め
ることによって１つでも多くの佐世保ロータリー
らしさを自分のものにできるように頑張ります。
　その他ロータリーの友10月号では日本のオリ
ンピックとロータリーやロータリー財団100周年
を祝う、10月24日世界ポリオデーに関する記事
等盛り沢山の内容となっております。

	 親睦活動委員会　上野　好章
○今月の誕生祝い
　大久保利博さん（8日）
　平尾　幸一さん（9日）
　西村　一芳さん（10日）
　大神　吉史さん（11日）
　森　　信正さん（18日）
　川口　博樹さん（18日）
　石田　謙二さん（21日）
　坂本　　敏さん（28日）
　古賀　久貴さん（28日）

	 親睦活動委員会　髙瀨　宏滋
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
山縣　義道さん
　米山奨学生	シン･シイツさんの卓話に期待し
てニコニコします。

大神　吉史さん
　8日の朗遊会において、1桁台の出席にもかか

ニコニコボックス

慶　　　祝

卓　　話
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　重慶は内陸にあり、北京、上海、天津並み
に、中国の4番目の直轄市です。人口は約3,000
万人で面積は8.24万平方キロメートルです。日
本で例えると、面積は北海道ほどで、人口は日
本の4分の1が住んでいます。
　私は大学２年生のとき、日本語の先生の推薦
で2014年９月に、短期留学生として来日しまし
た。2015年３月、編入試験を受け、活水女子大
学に編入しました。
　日本に来て最初の一ヵ月は日本語で行う授業
は難しく、友達もできず、とても寂しくて辛い
一ヵ月を過ごしました。しかし、日本語も授業
もしだいに慣れた後、積極的に学校の活動に参
加することによって、友達がいっぱいできて、
日本での生活を楽しく感じるようになりました。
　平成27年の長崎成人式を見に行きました。以
前、日本の成人式について聞きましたが、会場の
現場で成人式の様子を見るのは初めてでした。成
人式を迎えるため、公会堂前に集合する男女たち
の振袖スタイルを見て、国の伝統的な服装を着て
式典に参加することが羨ましく思い、日本には、
成人式のように、定期的に着物を着る習慣がちゃ
んと残っているのが素晴らしいと思いました。中
国にも、チャイナドレスという伝統的な民族衣装
がありますが、残念ながら、これが好きな中国人
も着る機会も少ないです。
　最後に皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思
います。中国には、「縁があれば、千里を越えて
やってくる」という諺があります。今日はここ
で、日本の映画「おくりびと」を見るのをきっ
かけとして日本語と出会うご縁、それと、今年
米山奨学生に選ばれ、クラブの皆さんと出会え
たご縁を心から感謝いたします。この出会いは
私の将来にも大きな影響を与え、人生を変える
と考えております。私にとって、ロータリー米
山奨学金制度は、日本文化をしっかりと学び、

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊10〜11月  例会卓話者予定＊	

10月26日	 ㈱マルタイ
	 代表取締役	 見藤　史朗	様
	 （平成23年5月〜平成26年3月	元会員）

11月2日	 会員　山下　尚登さん
	 （山下医科器械株式会社　代表取締役）

11月9日	 新会員　伊藤　正和さん
	 （日本生命保険相互会社　長崎支社担当支社長）

11月16日	 新会員　木下　貴夫さん
	 （西部ガス株式会社　佐世保支店長）

11月23日	 祝日休会日

11月30日	 	食支援ネットワーク・長崎嚥下
	 リハビリテーション研究会会長
	 山部歯科医院院長	 山部　一実	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

10月未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月27日㈭　ゴルフ例会	
　　　19:00〜	集合　
会場／佐世保プラザスポーツセンター（日宇町）

日時／11月10日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／11月24日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学	食堂

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：西村　一芳）
（カメラ担当：田中　信孝）

卓話することによって、いろいろな交流がで
き、好意と友情を深めるチャンスをいただける
ことだと思っています。将来、卒業しても、ロ
ータリーとのご縁を大切にし続け、日中の懸け
橋になりたいと思います。

以上


