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第2734例会	 平成 28 年 10 月 12 日（水）

点　鐘 松波 登 会長

スマイル体操 茂木 常夫 親睦副委員長

司会と斉唱 野口 隆一 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 相良 久征 親睦委員
神奈川 RC 会長 野口 隆史 様
神奈川 RC 幹事 北川 龍賢 様
川崎 RC 池田 博毅 様
米山記念奨学生 凌 飛 君

出席報告 洪 征治 出席委員長
会員数 60 名 出席 30 名 欠席 30 名

（対象外 9 名） 出席率 58.82%
前々回訂正 欠席 20 名 MAKE UP 8 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 83.93%

欠席者
朝山君 星野君 花田君 濱田君 生垣君 
石坂君 小林（政）君 貝田君 上山君 宮崎君 
溝淵君 峯岸君 松尾君 松下君 三平君 
柾木君 野口（哲）君 岡本君 大部君 世良君 
重田君 佐久間君 色摩君 塩田君 齊木君 
若林君 渡辺（伸）君 藁科君 横山君 山川君

お客様ご挨拶
神奈川 RC 会長 野口 隆史 様、幹事 北川 龍賢 様

来月はロータリー財
団月間で、川野パス
トガバナーに卓話を
お願いしています。
その挨拶にまいりま
した。よろしくお願
いいたします。

会長報告 松波 登 会長
1. 地区より、ロータリーリーダーシップ研究会 (RLI)

パートⅠ 開催のご案内が届いております。

日時： 2016 年 10 月 30 日（日） 
9：30 ～ 17：30　17：30 ～懇親会予定

会場：聖光学院中学高等学校 
出席対象： クラブでの推薦およびロータリーを一

層理解したい方 
研修方法： 少人数でのディスカッション形式  

費用：3,000 円
※ クラブより、1 ～ 2 名を推薦してくださいとの

ことです。

幹事報告 大塚 正一 幹事
1. 地区からの来信

 • 地区大会記念チャリティゴルフ大会の組合せ表
ご参加の皆様に配布いたします。

 • 第 33 回青少年指導者養成プログラム （RYLA） 開
催のご案内
日時： 2017 年 2 月 18 日 （ 土 ） ～ 19 日 （ 日 ）  

一泊二日
会場：横浜市野島青少年研修センター
対象：18 才～ 30 才の青年男女
※ 受講者は、ロータリークラブの推薦を受けて登

録。登録料は、推薦クラブ負担。
2. 他クラブ例会臨時変更

● 川崎西 RC 
11 月 11 日 （金） 移動例会 地区大会に参加

● 川崎高津南 RC 
11 月 14 日 （月）⇨ 11 月 12 日 （土） 
   移動例会 地区大会に参加

3. 他クラブ会報回覧　新川崎 RC、川崎中原 RC
4. 他クラブ年次報告書回覧　川崎幸 RC

委員会報告
茂木 常夫 親睦副委員長
• 10 月 22 日の川崎フロンターレ対サンフレッチェ広

島観戦ツアーのチケットは完売しました。ありがと
うございます。

• 10 月 23 日の全日本空手道選手権大会 （無差別級） に
入来会員の息子・建武選手と私の息子・良樹が出場
します。応援よろしくお願いいたします。



卓話 凌 飛 君
「日本の留学生活」

故郷の山東省臨沂
市臨沐県について
お話しします。
同 じ 山 東 省 で も、
日本でもよく知ら
れている青島市に
比べると、臨沂市

のほうが広く、人口も多いのですが、経済的にはあま
り発展していません。臨沂は青島からバスで 3 ～ 4 時
間かかります。海に面していないので、私が初めて海
を見たのは大学生になったときでした。
臨沂の食べ物といえば、お粥のような飲み物である「糁」
と「煎餅」です。煎餅は、日本の煎餅とは違って、紙の
ように薄く、具を巻いて食べます。名産品は編みかごで、
猫や犬の小屋としてよく使われます。
2003 年に山東科技大学に入学し、できたばかりの日本
語学部で「あいうえお」から日本語を学び始め、日本
語が好きになりました。今でもそうなのですが、日本
のアニメが大好きです。名前のとおり理工系の学校で、
学生は 4 万人ほどいたのですが、日本語学部の学生は
31 名だけでした。日本語の分厚い辞書を持ち歩いてい
ると「変わった英語の辞書ですね」と言われ、肩身の
狭い思いをしました。卒業後、天津外国語大学の大学
院に進みます。外国語大学で、校長が日本語専攻だっ
たこともあり、日本語を勉強している学生が胸を張っ
て過ごせました。2010 年から青島浜海学院で日本語講
師として勤務しました。日本語を教える仕事以外の雑
務があまりにも多かったのですが、日本の諺に「石の
上にも三年」とあるように、3 年間はやり抜いて、日本
に留学することを決意しました。
日本に来た 2013 年からの 1 年間は、日本語学校に通
いました。2014 年から 1 年間は専修大学の研究生とし
て、2015 年 4 月からは専修大学文学研究科で学んでお
り、現在は日本語日本文学専攻 博士後期課程です。研
究テーマは『文末形式「（の）ではないか」について』
ですが、今日は研究についての話は割愛します。
日本に来てからは学業のため時間もお金もなく、旅行
に行くような余裕はなかったのですが、昨年、研修旅
行に参加しました。夜行バスで 8 時間かけて京都に行き、
着いてすぐに行った金閣寺で撮った記念写真は、皆ぐっ
たりした表情で写っています。帰路の新幹線は快適で、

「次に旅行する機会があったら夜行バスは止めよう」と
思いました。山中湖への研修旅行では忍野八海を訪れ
ました。透き通った水が印象に残っています。
今年の 4 月から、米山奨学生となりました。奨学金の
おかげで、学業も日常生活もとても豊かになりました。
先週の例会に一緒に参加した辛欣さんをはじめ、多く
の人と親しくなりました。奨学生向けには、ぶどう狩

りなどのイベントも多く、楽しみが増えました。
学生としては、勉強に集中できるようになり、学会に
も参加できました。学会では大変緊張して嫌な汗をか
いたのですが、今日もきっとそうなるだろうと思って
半袖を着て正解でした。11 月には香港で開催される学
会に参加することになっています。日本人が香港に行
くときはビザは必要ありませんが、中国人の私が中国
国内である香港に行くときはビザが必要です。
今後ともよろしくお願いいたします。
波木井 輝昭 米山記念奨学委員長
先日、凌飛さん、カウンセラーの相良会員、辛欣さん、
私で食事をする機会がありました。留学生のお二人が

「実際に日本に来てみないとわからない良さがある」と
言われていたのが印象に残っています。米山記念奨学
金の目的は、巣立った奨学生に、故郷と日本、ひいて
は世界との架け橋になってもらうことです。凌飛さん、
今後ともよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 相良 久征 副会場監督
神奈川 RC 会長 野口 隆史 様

来月 R 財団月間に川野 地区 R 財団委員長（統括）に
卓話をお願いしています。本日は表敬訪問させてい
ただきました。お世話になります。

神奈川 RC 幹事 北川 龍賢 様
川野様・川崎北 RC の皆様、本日はよろしくお願い
いたします。

川崎 RC 池田 博毅 様
初めまして、川崎 RC から参りました。職場の同僚
である妻鹿君が入会したと聞き、お祝いと応援に駆
けつけました。よろしくお願いします。

松波 登 会長、大塚 正一 幹事
神奈川 RC 野口会長、北川幹事、ようこそ！米山記
念奨学生 凌 飛さん、卓話を頑張ってください。

戸川 俊雄 君、川野 正久 君、茂木 常夫 君
神奈川 RC の野口会長、北川幹事、ようこそいらっしゃ
いました。大歓迎です。

入来 武久 君
来る 10 月 23 日（日）、極真空手 全日本大会を東京
体育館にて開催いたします。茂木良樹、入来建武の
両名が優勝目指して出場します。応援よろしくお願
いいたします !!

波木井 輝昭 君、相良 久征 君
凌 飛さん、本日の卓話楽しみにしていました。頑張っ
てください。

妻鹿 琢生 君
先週、入会いたしました。今日は職場の代表の池田が
応援に駆けつけてくれましたので、さらに頑張ってい
きたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。


