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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』

RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち

・
が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨

会　長　佐久間 馨 幹　事　　相良 久征 会報委員長　　大塚 正一
事務所：〒211-0063　川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104　℡ 044-722-8037　メール：knrc@nifty.com
URL：http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/ 例会：毎週水曜日　12：30 二子玉川エクセルホテル東急

第2823例会	 平成 30 年 10 月 10 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 柾木 永一郎 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
石原 安 ソングリーダー

「我等の生業」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
川崎西 RC 片岡 登美夫 様
ゲストスピーカー　米山学友 丁 中斐 様
川崎中原 RC 市川 功一 様

出席報告 戸川 俊雄 出席委員
会員数 58 名 出席 38 名 欠席 20 名

（対象外 5 名） 出席率 71.70%
前々回訂正 欠席 23 名 MAKE UP 7 名

（対象外 4 名） 訂正出席率 76.79%
欠席者

星野（妃）君 花田君 平野君 甲田君 小林（政）君 
上山君 溝淵君 峯岸君 茂木君 三平君 
大部君 小澤君 世良君 重田君 関君　 
色摩君 谷口君 米山君 横山君 山川君

会長報告 佐久間 馨 会長
第 3 回会長 ･ 幹事会のご案内（幹事クラブ：川崎鷺沼 RC）
　日時：11 月 7 日（水）　18：00　　
　会場：中華料理　松楽菜館

幹事報告 相良 久征 幹事
1. 地区からの来信
　① 2018 ～ 19 年度 R 財団グローバル補助金プロジェクト
　　募集のご案内が届いております。
　② 11 月 10 日（土）地区大会本会議 新会員ご登壇のご案内
　　が届いております。
　③メジャードナー顕彰午餐会のご案内が届いております。
　　日時：11 月 19 日（月）
　　登録：9：00 ～　午餐会 11：00 ～ 13：30
　　※対象者：岡本 徳彌 会員、川野 正久 会員、花田 薫 会員、
　　　小澤 秀昭 会員

　④神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご案内
　　が届いております。
　　日時：11 月 13 日（火）9：30 集合　16：00 パーティー
　　会場：湘南ローンテニスクラブ
２．他クラブ例会臨時変更
　●新川崎 RC
　　10 月 24 日（水）⇒ 19 日（金）
　　第 36 回 7RC 親睦ゴルフ大会　戸塚カントリー倶楽部
　　10 月 31 日（水）休会⇒ 夜間例会
　　川崎日航ホテル　点鐘 18：30
　　11 月 7 日（水）⇒ 10 日（土）
　　移動例会後、地区大会参加　点鐘 11：00
　　11 月 14 日（水）⇒ 11 月 8 日（木）
　　館山ベイ RC への表敬訪問
　　11 月 28 日（水）休会
　●川崎西北 RC
　　10 月 25 日（木）夜間例会　柏屋　点鐘 18：30
　　11 月 8 日（木）⇒ 10 日（土）地区大会出席
　●川崎麻生 RC
　　10 月 26 日（金）⇒ 10 月 31 日（水）
　　麻生中学校 AED 贈呈式
　　11 月 9 日（金）⇒ 11 月 10 日（土）地区大会出席
　●川崎高津南 RC
　　11 月 12 日（月）⇒ 11 月 10 日（土）
　　移動例会　地区大会参加
　　12 月 24 日（月）年末家族会　点鐘 18：30

委員会報告
グローバル奨学生カウンセラー　武田 信平 会員
グローバル奨学生　呉田 幸子 君からのお便りの代読
こちらに来て早 3 週間目になりました。ロータリーの活動に
も何度か参加させていただきましたので、簡単ですがご報告
をいたします。

9 月 17 日が最初の登校日。私のプログラムには約 30 カ国か
ら約 90 人が集まり、初日からオリエン、歓迎会などなどで
沢山の同級生と話すことができました！早速、2 週間の数学、
統計学のイントロコースが始まり、今週からは本コースの始
まりで、読まなければいけない本や課題にいよいよ追われそ
うな予感です。

9 月 22 日に英国中の奨学生が集まるミーティングがイング



ランド中部のコベントリー近郊で行われました。アメリカや
日本などから英国中で勉強している 30 人程の学生と、各地
のロータリアンの方と交流しました。イギリスでの過ごしか
たについてやプレゼンのコツについて教えていただき、また
フィッシュ＆チップスやアフタヌーンティーをいただきまし
た。ロンドンの 1130 地区で留学を開始した奨学生のウェル
カムパーティーを開いていただきました。こちらでもロンド
ンの各クラブのロータリアンの方や、同じ大学に通う奨学生
と出会うことができ、楽しい時間でした。受け入れ先であ
る、Redbridge ロータリークラブに訪問させていただきました。
例会は毎週火曜の夜に行われ、美味しいディナーをいただき
ながら、ロータリアンの方とお話しました。会長の Tony さん
がとてもよくしてくださり、川崎北のバナーもお渡ししまし
た。早速、色々なイベントにお招きいただき、感謝の気持ち
でいっぱいです。

英語での高度な授業についていくのに必死なので、今はしっ
かりと勉強したいと思います。

卓話
米山学友 丁 中斐 様

当時、中国では、「切捨て」教育でした。つ
まり、勉強ができる子には、勉強ができる
環境を与えられ、そうでない子は、なかな
かその環境に巡り合えません。当時の自分
は、勉強ができないほうのグループにいま
した。もちろん、大学に進学できない自分は、
住み込みで工場で働くようになりました。

その後、人生の中で、転機となる出来事が起きました。それは、
徴兵で軍に入ったことです。

軍での生活は、決して楽なものではありませんが、いろいろ
な人との出会いが、自分の人生に影響を与えました。今まで、
自分の生きてきた世界は、狭いものだなと感じました。様々
な人生を歩んできた仲間たちと、軍隊で過ごしているうちに、
一等兵になり、班長になり、人生で初めて人に認められた、
信頼されたと感じることができました。軍にいた 2 年間、何
が一番よかったかというと、落ち着いて自分の人生を考え直
すことができ、自分は本当に何をして生きていきたいのかを
考えることができたことです。

その後、2010 年に中国で万博があるということもあり、故郷
の上海に帰り、外国語を勉強することにしました。英語が苦
手だったので、日本語の勉強をすることにしました。日本語
を勉強しているうちに日本に興味を持ちました。そして、い
つしか日本に行ってみたいなと思うようになり、いつしか夢
がかなって、日本に来られました。日本で、大学に行くこと
を決めて日本にきましたが、お金がない生活が続きました。
アルバイトをしながら、勉強をしていたので、夜勤をして寝
ないで大学の授業に出ることもよくありました。

最初はなかなかついていけず、友達や先生、周りの人たちに助
けてもらい、なんとか単位を落とさず進むことができました。
しかし、食生活も良くなく、いつも寝不足で体調を崩しました。

大学 3 年、4 年生になると授業の時間が減るので、体調管理も
できるようになりましたが、健康の大切さも学びました。
大学卒業後は、ロータリーの米山奨学生になり、おかげ様で
大学院で勉強をすることができました。今は、ロータリーの
皆様、いろいろな方に出会いお世話になり、影響を受けて、
いろいろな職業、いろいろな生き方があることを改めて学
び、自分の世界が一気に広がりました。米山奨学金のおかげで、
アルバイトの時間も減らすことができ、日中の架け橋になる
ような活動をしたいと思う余裕も出てきました。大学院でも
中国語の翻訳を手伝ったり、できることは何でもしたいと思
いました。個人同士のつながりは国と国のつながりだと思っ
ています。今は、社会人として日中の架け橋になれるように
心がけています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコリポート 松山 直樹 副会場監督
川崎西 RC 片岡 登美夫 様
メークアップに参りました。
川崎中原 RC 市川 功一 様
今日は丁君の卓話を聞きにお伺いしました。よろしくお願いいた
します。
佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
本日のゲストスピーカー 米山学友の丁（テイ）様、よろしくお
願いいたします。川崎西 RC 片岡様、川崎中原 RC 市川様、よう
こそいらっしゃいました。例会をお楽しみください。
貝田 洋 君
昨日のこと、私を入会させた佐々木様から「まだ辞めないで頑張っ
てるかー」と電話がありました。何年ぶりかです。古い方はなつ
かしいと思います。会社も元気になってるようです。今度一杯や
ることにしました。
入来 武久 君、朝山 浩 君、大塚 正一 君、クルーズ 由美子 君、
松下 幸夫 君、齊木 貴 君、豊見山 徹 君
中原 RC 市川さん、ようこそお越しくださいました。
武田 信平 君
先週 7 日、J リーグ第 29 節、フロンターレ対鹿島アントラーズと
の試合がカシマスタジアムにて行われました。PK のチャンスを得
るものの、相手ゴールキーパーに阻まれ無得点のまま引き分けま
した。一方、広島が柏に敗れたため、勝点 1 の差で首位をキープ
しています。この試合で小林 悠 選手が負傷し、残念ですが日本代
表を辞退しました。リーグ戦は残り 5 試合、勝たなければならな
い試合が続きます。チーム一丸となって乗り切って欲しいです。
米山記念奨学委員会：若林 潤 君、石井 弘 君
米山記念奨学会の寄付をお願いします。
松波 登 君、松下 幸夫、豊見山 徹 君、
親睦委員会：齊木 貴 君、朝山 浩 君、柾木 永一郎 君、 石原 安 君、
米山学友の丁 中斐 さん、本日はようこそお越しくださいました。
卓話を楽しみにしています。
ビール同好会：戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、洪 征治 君、
柳澤 信夫 君
本日の米山学友の丁 君の卓話を楽しみにしています。


