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第2690例会	 平成 27 年 10 月 14 日（水）

点　鐘 柳澤 信夫 会長

スマイル体操 藁科 義弘 親睦委員

司会と斉唱 峯岸 雅宏 会場監督
谷口 一成 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 村山 輝忠 親睦委員
RID2590 米山学友会 理事 （中国） 万 琳静 様
第  2590 地区 米山学友委員会 副委員長  

岩渕 守 様（横浜戸塚西 RC）
川 崎とどろき RC 会長 ロータリー青少年交換学生

ホストファミリー 内野 徹 様
ロ ータリー青少年交換学生 （エクアドル）  

ミカエラ ガルベス オルドネス 様 （川崎とどろき RC）

出席報告 戸川 俊雄 出席副委員長

会員数 59 名 出席 38 名 欠席 21 名
（対象外 6 名） 出席率 71.70%
前々回訂正 欠席 37 名 MAKE UP 11 名

（対象外 13 名） 訂正出席率 68.75%

欠席者
花田君 甲田君 木村君 小林君 上山君 
込田君 宮崎君 松波君 溝淵君 松山君 
茂木君 三平君 野口（隆）君 重田君 関君 
相良君 塩田君 齊木君 渡辺（伸）君 米山君 
横山君

会長報告 柳澤 信夫 会長
1. 中原区民祭実行委員会より第 37 回なかはら “ ゆめ ”

区民祭 賛助金の御礼と開催のご案内
開催日時：2015 年 10 月 18 日 （日） 午前 10 時～

午後 3 時 （雨天決行）
会場：等々力緑地

2. 川崎フロンターレ中原アシストクラブより活動報告
 • 第 7 回「健やか親子 21 国民運動－ 8020 の里賞
（ロッテ賞）」優秀賞受賞

幹事報告 佐久間 馨 幹事
1. 地区からの来信

2016 ～ 17 年度 地区奨学生・グローバル奨学生の
当地区募集要領決定のお知らせ

希望者は最寄りの RC に申請書類を提出し、クラブ
は希望者を地区に推薦することになります。募集要
項を確認の上、プログラムの目的に見合う奨学生の
募集・推薦にご協力くださいとのことです。

2. 他クラブ例会臨時変更
●川崎マリーン RC

11 月 12 日⇒ 14 日 （土） 地区大会参加 
11 月 26 日⇒ 30 日 （月）  3RC 合同親睦例会 

川崎日航ホテル 
点鐘 18：30

3. 会費納入のお願い
第 2 四半期（10 月～ 12 月）の会費 75,000 円の
納入をお願いいたします。口座振替ご利用の方は、
10 月 19 日（月）が振替日となりますのでよろし
くお願いいたします。

4. 次回例会卓話について
予定を変更し、次回例会卓話は佐久間 馨 幹事が担
当します。

委員会報告
青少年奉仕委員会（洪 征治 委員長）
横浜南 RAC・ベイフロント横浜 RAC 合同『IA・RA 交流会』
開催のお知らせ
日時：2015 年 11 月 15 日（日）受付開始 13 時 30 分、
開会 13 時 45 分、閉会 16 時 30 分
場所：フォーラム南太田 大会議室
内容：国際関係に関する講演・ワークショップ
登録料：ロータリアン 1000 円、インターアクター・顧
問教諭 無料、ローターアクター・ゲスト・OB/OG 500 円
登録締切：2015 年 10 月 31 日（土）



卓話 RID2590 米山学友会 理事 万 琳静 様
自己紹介
私は中国、西安の近くの出身です。
2007 年～ 2011 年に中国の大学で日本語学科を専攻し、
その間の 2009 年には、交換留学生として 1 年間日本
で暮らしました。2012 年からは日本女子大学 社会福祉
学専攻 修士課程、2014 年からは同博士課程後期に在籍
しています。
趣味は旅行とバドミントンと日本酒です。日本酒は、最
初に日本に来た時に知り合った日本のおじいさんに教
えてもらいました。一番好きなのは八海山です。
米山奨学金との関わりは、2013 年～ 2014 年の 1 年間、
川崎高津 RC でお世話になったことに始まります。奨学
生だったのは 1 年間ですが、ロータリーとの縁を繋ぎ
たいと思い、奨学生のときに米山学友会の理事になっ
て、今年で 3 年目です。

研究テーマと内容
「おばあちゃん子」で育ったこと、交換留学で最初に来
日した時に、老人ホームでのボランティアに参加したこ
ともあって大学での研究テーマは「高齢者介護政策に関
する中日比較研究」です。高齢化は日本だけでなく東
アジア全体の問題になっています。日本と中国では人
口や政治も異なりますが、高齢化が先行している日本
と中国の高齢者介護政策を比較し、中国への示唆を探っ
ています。
初回の日本と二回目の日本
大学で行っている「比較研究」の手法になぞらえて、初
めて日本に来た前回と、二回目に来た今回の比較をし
てみました。
・『日中関係』今回は、政治的関係が冷え込んでいるも
のの、経済的関係は盛り上がっています。
・『日本社会への印象』前回は、本を読んで身につけて
いた日本への知識を現実のものとして体感できました。
今回は、日本は異国ではなく「第二の故郷」とさえ感じ
るようになりました。今年、上海や北京を訪れましたが、
東京のほうが親しみやすいと感じます。
・『求めるもの』『勉強』『生活』前回は 19 歳の楽しい
留学生活で、旅行やイベント、パーティーを楽しんで
いました。今回は年齢も異なり、研究中心の生活です。

研究テーマに関連したアルバイトもしています。「日本
の社会に溶け込む」という目標を持っています。
・『心構え』今回は、ロータリーの影響もあって「中国
と日本の架け橋になる」というつもりでいます。今日
の卓話も、架け橋の一つになれば良いと考えています。
・『日本人との交流』今回は、親切な方だけでなく、「中
国は嫌いだ」と言われる方と交流することもあります。
ロータリアンとの交流も始まりました。
私にとっての米山学友会
2590 地区の学友会は、他の地区とくらべて活動が盛ん
で、いろいろなイベントを計画したりしています。学
友会は卒業した奨学生が自発的に集まった組織で、日
本に対してどのような恩返しができるかと考えて活動
しています。
米山学友会の活動でも、中国と日本の架け橋になると
いうことを考えています。日本人との交流の中で、中
国について良いことも悪いこともきちんと伝えること、
日本人と意見を交わすことが架け橋としての役割を果
たすことになると思います。
米山学友会の仲間は私にとって家族、兄弟のような存
在になっています。

ニコニコリポート 入来 武久 副会場監督
第 2590 地区 米山学友委員会 副委員長 岩渕 守 様

（横浜戸塚西 RC）
今日は、4 回目の出席だと思います。川崎北クラブの皆様
には、日頃よりインターアクト活動に積極的に関わられて
いることに、感謝と敬意を持っております。今日は、万さ
んの米山卓話の付添い同行者として参りました。よろしく
お願いします。

川崎とどろき RC 会長 内野 徹 様
本日は交換留学生のミカエラさんとご挨拶に参りました。
8 月 13 日に来日いたしまして、丁度 2 か月経ちました。
日本の生活にもだいぶ慣れてきたようです。橘高校に通っ
ていますが、たまたま今日は 2 時間目が終わったら授業終
了でしたので、丁度良かったです。1 年間よろしくお願い
いたします。

柳澤 信夫 会長、佐久間 馨 幹事
急速に秋も深まっています。体調に注意しましょう。万 
琳静さん、米山月間卓話をよろしくお願いします。

戸川 俊雄 君、世良 俊昭  君、洪 征治 君
米山学友会 理事 万さんの卓話を楽しみにしております。
岩渕さん、ありがとう。

貝田 洋 君
週に一度皆様とお会いできるのが幸せです。本日も楽しい
例会となりますように。

帯谷 昌充 君、谷口 一成 君、村山 輝忠 君、藁科 義弘 君
（親睦委員会）

ゲストスピーカー万様、ゲストの皆様、本日はようこそお越
しいただきました。本日の卓話よろしくお願いいたします。

入来 武久 君
万 琳静さん、卓話よろしくお願いします。11 月 1 日（日）
の世界大会、応援よろしくお願いいたします。


