
第 1927 回例会 

10 月 3 日 №12 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山奨学生 

      自己紹介からさせて頂きます。中国の東北都 
市・大連の出身で、日本には 2005 年に来日し 
ました。1987 年 2 月生まれです。 
 幼稚園から中学までは、大連海事大学付属学 
校に通い、大連理工大学付属高校に進みました。 
 日本に留学したかった理由は、日本のアニメ 
が大好きで、大連には日系企業が多かったこと、 
また高校が明徳義塾高校と姉妹校だったので、 
2005 年 4 月～日本語コースで留学しました。 
 その後、麗澤大学経営学部に入学し、大学院 
に進学しました。当時はコンビニでのアルバイ

トが多かったので、修士論文のテーマは「コン

ビニエンスストア業界分析」でした。 
 

         

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
張 珣 

大学院卒業後は、㈱三協という港湾物流会社 
に勤め、輸入業務を担当していました。 
ですが幼い頃から動物が大好きで、ようやく 

父の許可を得て、会社を辞めました。父は厳し 
い人で、老師が著した「道徳経」という思想を 
尊んでいますが、とても尊敬しています。 

2016 年 4 月に麻布大学大学院・獣医学研究科  
動物応用科学専攻に入学し、今は大好きな専攻 
が勉強できて幸せな日々を送っています。 
 大学では「盲導犬候補犬における行動特性と 
育成成功率との関係に関する研究」をしていま 
すが、本日は時間が無いので、また別の機会に 
お話させて頂きたいと思います。 
  

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

では、大連の紹介をさせて頂きます。東北遼東

半島の最南端にあり、この緯度付近には日本の仙

台市、アメリカ合衆国のサンフランシスコ市、ワ

シントン D.C.があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ●大連市 

大連は東北、華北、華東地域が世界各地と繋が 
    る海上の門口であり、最も重要な港、貿易、工業、 

観光都市です。総面積は 12,574 平方キロ、総人 
口は約 600 万人超えであり、遼寧省では省都の瀋 
陽市に次ぐ大都市です。日系企業も4,571社（2016．
11 月現在）あります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

●大連星海湾大橋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 年 10 月に開通し、全長約 6 ㎞。自動車 
の制限速度は 80 ㎞で、上・下合せて 8 車線あり、 
車道は 2 階建て構造になり、歩道部分も設置。 
●大連女性騎馬警官 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 女性にとても人気の職業です。 
●大連の四季 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
     大連の春は迎春花が咲き、夏には海水浴、秋は 

    紅葉が見られ、冬にはかなりの雪が降ります。 

    ●大連の春節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ●大連の食べ物 

 

 

 

 

 

     海鮮ではシャコや渡り蟹など、果物では 5月は 

イチゴ狩り、6月はサクランボ狩り、8月・9月は 

葡萄（バラ香）が楽しめます。 

〇日本留学の成果 

     高校を卒業し、1 人で日本に来て、最初は本当 

に何もかも判りませんでした。中国にいた時は、 

料理は火を点けることもやったことがない私が、 

来日して授業やアルバイトをいろいろ経験し、日 

本語や専門知識だけでなく、生活面も社会技能も 

強くなりました。辛い時もありましたが、心から 

日本に来て良かったと思っています。 

     大学では修士まで経営学を専攻し、その後は会 

社にも勤めましたが、やはり動物と関わる仕事を 

したいという夢があり、今まで勉強してきたこと 

と全く別分野に進学しました。 

     今は 3 年間で博士号が取れるように、一生懸命 

頑張っています。これまでの人生の中で、一番忙 

しいかもしれませんが、好きな事が勉強できて、 

毎日楽しくて、今までの全ての経験もきっと将来 

役に立つと思います。日本に来て、さまざまな経 

験ができ、いろいろな人と出会って、とても充実 

しています。 

 

 

 

〇奨学金生活で得たもの 

 大学院修士の時も米山奨学金のことは知ってい 

ましたが、その時は競争率が激しくて、奨学金が 

取れませんでした。今年ようやく念願の奨学金が 

取れ、本当に嬉しく思います。また奨学金だけで 

なく、多くの方々と出会うことも魅力的です。 

 また今年はとても運が良くて、相模原中 RC の 

創立 40 周年記念式典に参加させて頂きました。 

 その時の記念講演で、米山台湾学友会の第 4 代 

理事長の阮さんのスピーチはとても印象深いもの 

でした。「感謝の心は、いつまでも」、私も強く共 

感していました。そして、最後は皆さんが手を繋 

いで輪になって、一緒にロータリーソングを歌っ 

たことも大変感動的でした。 

〇これからの計画 

・博士号取得に向けて、頑張る。 

・帰国後、大連盲導犬訓練協会に。 

・日本語が使えることも活用。 

・日中の架け橋になりたい。 

 

＜米山カウンセラーよりご紹介＞ 
阪西 貴子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 張さんは日本に来て、今年で 13 年目になり、 

自分の夢を叶えるため、現在、麻布大学で勉強し 

ています。 

 今年 8月に米山カウンセラーの研修会に出席し 

た時に、上手く交流ができなかったりして問題が 

あったクラブもあったそうですが、当クラブの張 

さんは何の心配もなく、明るいお嬢さんです。 

あとは自己紹介して頂きますので、皆様には今後 

とも宜しくお願い致します。（概要にて掲載） 

 



 

 

     

 

●冣住会長、横溝幹事 

    ①ガバナー公式訪問が無事終わり、皆様お疲れ様 

でした。 

    ②大井会員、誕生日おめでとうございます。 

③張さん、卓話楽しみにしています。 

    ●大井 達会員 

    ①張さん、今日の卓話よろしくお願いします。楽 

しみにしております。 

    ②気がつけば 10 月です。誕生日のお祝を戴き、

ありがとうございます。55 才になります。 

●小野 孝会員 

    ①ゲスト卓話の張さん、よろしく。 

②会員誕生日祝の大井さん、おめでとうございます。 

   ●金沢 邦光会員 

     先週はガバナー公式訪問、有難うございました。 

    ●佐々木 敏尚会員 

    ①本日、誕生日祝の大井さん、おめでとうござい 

ます！ 

②本日卓話の張さん、宜しくお願いします!!  

●櫻内 康裕会員 

    ①本日お祝の大井さん、おめでとうございます。 

    ②卓話の張さん、宜しくお願いします。 

    ●阪西 貴子会員 

    ①10 月お祝の大井さん、おめでとうございます。 

    ②張さん、卓話よろしくお願いします。 

    ③自分の不注意で足を骨折してしまいました。 

     ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。 

    ●中里 和男会員 

    ①ゲスト卓話の張さん、よろしくお願いします。 

    ②会員誕生日祝の大井さん、おめでとうございます。 

●田後 隆二会員 

①張さん、卓話楽しみです。 

②大井さん、誕生日祝おめでとうございます。 

●江成 利夫会員 

①ゲスト卓話の張さん、本日は宜しくお願いし 

ます。 

②会員誕生日祝の大井会員、おめでとうござい 

ます。 

 

 

 

 

 

●瀬戸 裕昭会員 

①誕生日祝の大井会員、おめでとうございます。 

②卓話でお越しの張さん、ご苦労様です。宜しく 

お願いします。 

●竹田 繁会員 

①米山奨学生の張珣さん、本日は卓話ご苦労様です。 

②大井会員、誕生日おめでとうございます。 

●大塚 正浩会員 

①会員誕生日祝の大井さん、おめでとうございます。 

②卓話の張さん、よろしくお願い致します。 

●阿部 毅会員 

①米山の張さん、本日の卓話楽しみにしております。 

②大井会員の誕生日祝、おめでとうございます。 

●伊倉 正光会員 

①張さん、米山月間の卓話宜しくお願いします。 

②大井さん、会員誕生日おめでとうございます。 

●諸隈 武会員、池之上 和哉会員 

①大井会員、誕生日おめでとうございます。 

②張さん、本日は宜しくお願いします。 

●藤本 恵介会員 

①張さん、ようこそ。卓話宜しくお願いします。 

②大井会員、誕生日おめでとうございます。 

③すみませんが、途中退席させて頂きます。 

本日のスマイル額   ２０，０００円 

今年度の累計額   ３３５，４００円 

 

 

 

10 月に入り、今年度も 

やっと 4 分の１が終わり 

ました。先週、ガバナー 

公式訪問を終えて、ひと 

やま越えて少しだけほっ 

としたところです。 

前半は移動例会や例会 

取り止めも多く、会長の 

時間も少なかったのですが、これから通常の状態 

になると何か話題があるのか不安になっています。 

 



 
 

     今月は米山月間ですので、皆様お馴染みの米山 
奨学生の張さんに本日、当クラブで卓話をして頂 
きます。先日の 40 周年記念式典で、台湾米山学 
友会の創立者である阮先生が講演されたので、新 
会員の方も米山奨学生制度について、ある程度は 
理解されているかと思います。 
米山奨学生制度は、ロータリアンの寄付によっ 

て賄われる日本独自の制度で、日本で勉強してい 
る留学生を無償の奨学金と、カウンセラー制度で 
支援する仕組みです。 
始まった当時は日本と、特にアジア諸国との国 

力の差が大きく、苦学生への支援の側面が大きか 
ったのではないかと思います。最近は、その差は 
追い越され縮まる一方ですが、米山奨学金を受け 
た方々が祖国に帰り、また日本で米山学友会を組 
織して活動している様子を聞くと、民間における 
日本と海外との交流事業として、大きな役割を果 
たしていると感じています。 
日本で十年以上暮らしている張さんは言うに

及びませんが、米山奨学生の皆さんは大いにロー

タリアンや他の留学生と交流し、学校以外の人間

関係を積極的に築いていってほしいと思います。 
今月は「ロータリー財団・米山」のクラブフォ 

ーラムがあります。いずれも寄付に係わることで 
すが、私が入会して 2,3 年は（多分、私だけかも 
しれませんが）、何に寄付しているのか、よく判

っていなかったので、新会員の方は判らないこと

がありましたら、どんどん聞いて下さい。特に、

米山奨学制度に関しては、横溝幹事が地区委員を

５年間されてましたので何でも聞いて下さい。 
11 月 3 日（祝）に、光明学園高校で行われるイ 

ンターアクト年次大会ですが、9 月 25 日が登録や 
各学校の報告書提出の締切りになっていました。 
ロータリアンは 90 名位の登録で、当クラブの 

    全員登録分が含まれているものの、昨今ではまず 
    まずの登録者数だと思います。 

池之上委員長を中心に、学校と打合せを重ねて 
きましたが、いよいよ当クラブもホストクラブと 
して本格的に始動しなければなりません。今週 6 
日は青少年委員会での初打合せとなっています。 
当クラブと光明学園高校は 12 年前、田所会長 

年度の時に、インターアクト年次大会のホストを 
 

 
 
やっていますが、当時の資料を見ると委員だけで 
なく、進行や受付、案内など皆さんに役割分担を 
して頂くこともありますので、11 月③日はできる 
だけ出席の旨、よろしくお願い致します。 
 
 

○増強委員長のショートスピーチ   阿部 毅 

 １０年後のイメージを「５０周年式典を５０名 

の会員で！」 

①増強委員の役割は、常に会員を増やし続けるこ 

 とを鼓舞し、退会防止に努める。 

②クラブ活動の活性化は、会員の純増を絶やさず 

 変化を探求し続けることを共有する。 

③「会員４０名を」を境に、会員の増減は活動へ 

 の活力ばかりでなく、会の活動資金の安定化に 

 も繋がることを認識する。 

④毎年１名の純増を続け、１０年後は会員５０名 

 を目指した共通のビジョンを持つ。 

○インターアクト年次大会    池之上委員長 

 11 月③日の年次大会まで、もう 1か月となりま 

した。先週、光明学園とは打合せをしてきました 

が、当クラブ青少年委員会の打合せを 10 月 6 日、 

18:30～「鳥忠さがみの亭」で行います。出席者は 

7 名ですが、宜しくお願い致します。（概要にて） 

 

＜理事会報告＞ 

①休会者の承認。 

 丸子会員（入院により）－約１か月位を予定。 

 高本会員（申請書により）－今年 12 月末頃まで。 

②奉仕事業「神奈川医療少年院への書籍寄贈」の件。 

  施設視察日（日程は未定）に寄贈を予定。 

 社会奉仕予算より、約７万円を予定。 

③青少年交換学生分担金の件。 

 ９月会長幹事会にて各 RC には依頼済み。 

  会員１名当り２千円×会員数３９名 ７８，０００円 

  国際奉仕予算より支出承認。 

④１０月３１日（火）夜間例会の件。 

  １８：３０～、場所と会費は親睦委員会にて検討。 

⑤インターアクト年次大会の件。 

  １１月７日（火）→③日移動例会とする。集合時間 

  青少年委員会関係 ８：３０、一般会員 ９：００ 

  ※電車、バスを利用にて（現地集合／現地解散） 

  

 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①11 月ロータリー財団月間 卓話者派遣の件 

     第２希望日にて、卓話者の手配をさせて頂きま

したので、各クラブでそれぞれの卓話者と連絡

を取って進めて頂きますよう、お願い致します。 

日時：１１月２１日（火）例会  

卓話内容：「財団寄付の流れや使い道」 

卓話者：地区補助金配分・推進委員会より、 

小池 克彦副委員長（横須賀西ＲＣ） 

神崎 進委員（厚木県央ＲＣ） 

②第５回インター・ローターアクト委員会／ミー 

ティングの開催のご案内 

日時：１０月１４日（土）１３：００～委員会 

１４：００～ミーティング 

場所：第一相澤ビル 登録締切：１０月１０日 

     

    例会プログラム 

１０月１０日イニシェイションスピーチ 

山之内 洋会員 

       １７日クラブフォーラム「財団・米山に 

          ついて」 担当：伊倉委員長 

       ２４日クラブフォーラム「ＩＡＣ年次大会

について」 担当：池之上委員長 

       ３１日夜間例会 18:30 点鐘（詳細未定） 

     

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  黛 裕治ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」 

ロータリーソング「四つのテスト」 

ソングリーダー 佐々木 敏尚会員 

ゲスト    張 珣さん（米山奨学生） 

 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大井 達会員 １０月 1６日 

 

 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

＜ 

「１０月米山月間に向けて」 

 8 月までの寄付金は前年度同期と比べて 6.3％ 

増となりました。今月は大口法人寄付をいただい 

たことにより、8月単月のみで 1億円を超えまし 

た。これは 2001 年度以来、16 年振りです。皆様 

のご支援に厚く御礼申し上げます。 

 当財団は内閣府より「公益財団法人」の認定を 

受けているため、当会への寄付金には所得税・法 

人税の優遇措置を受けることができ、相続税も非 

課税となります。財団設立 50 周年の米山月間に 

ご協力を宜しくお願い致します。（抜粋にて掲載） 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 27名） 事前メイク者 

３９名 ２９名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/18) 

３名 ９０．６３％ ９１．６７％ 


