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●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 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 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

     

２０１３年度米山奨学生 

皆さん、はじめまして。王爽と申します。爽 
は「爽やか」の意味です。2010 年 10 月に中国 
の大学を卒業してから、日本に来ました。今は 
日本大学生物資源研究科の修士課程に 2 年在籍 
しています。研究テーマは「中国における都市 

     農業の発展」です。 
      私の故郷は中国の東北地方の遼寧省、大連市 

と呼ばれた都市で、環渤海地域と東アジアの中 
心に位置し地理的に恵まれています。三面が海 
に囲まれ、港も多く、景色が美しく、気候が快 
適です。大連の海産物は大変評判が良く、世界 
の観光客から好評を頂き、近海で採れるアワビ、 
帆立、赤貝、車エビなど味自慢の物ばかりです。 

 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

王 爽（ｵｳ ｿｳ WANG SHIANG） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
またサッカーの町と言われ、大変盛んです。 

年寄りも子供達もサッカーの大ファンで我が国 
のナショナルチームの主力メンバーの内、1/3 
が大連出身なのです。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 江成 利夫  幹 事 黛  裕治 

 
 

大連は新興工業都市で、巨大な潜在力を持って 
いて保養地としても有名で、国内外の観光客も多 
く、機会があれば皆さんもぜひ大連に来て下さい。 
中国は発展途上国で、国際援助が必要ですし、 

海外からの ODA も必要ですが、中国人自身が民 
族の伝統や文化を守りながら、経済発展すること 
が大切だと思っています。 
 日本に留学したのは、友人や先輩の多くが日本 
に留学していて、やはり初めての外国での生活は 

    不安ですし、友人や先輩に助けてもらえるという 
ことが一番大きかったと思います。 
 研究テーマについて、簡単に説明させて頂きま 
す。中国の改革開放以降、国内の経済発展は一気 
に加速しました。一見、全体の経済成長は上手く 
いっていますが、発展の不均衡で「都市部と農村 
部」、「沿岸地域と内陸地域」の格差が深刻です。 

 農村・農業・農民、いわゆる「三農問題」は中国 
 の最も悩まされている問題だといえます。 
  中国国内では、内陸農村や三農問題に関する研 
 究は多くみられますが、都市農村に関する研究が 
 まだ不十分だと思います。中国も日本と同じく、 
農村の労働力が激しく減少していて、これから、 
この問題をどう解決するのかが、両国にとって重 
要な問題だと思い、テーマに選びました。 
 昨年、修士一年では主に中国の都市農業の現状 
及び問題点を整理し、更に日本の都市農業の現状 
及び成功点を学びました。あと卒業まで一年で、 
2 年間の大学院生活もあっという間に終わってし 

   まいます。これから卒業論文を一生懸命頑張り、 
   修士学位取得後、中国で大学・研究機関に職を得 
   たいと考えています。日中間の友好を促進する為、 
   少しでも貢献できるよう仕事をするつもりです。 
    米山奨学生合格の知らせは、私にとって「人生 
   で忘れられない日の一つ」となるほど嬉しいもの 
   でした。先月初めてオリエンテーションでロータ 

リーの皆様に会い、少し緊張しましたが、カウン 
セラーの横溝さんはとても優しく、安心しました。 

    米山奨学生になって、論文の研究を順調に進め 
   ることができます。お陰様で、多くの活動にも参 
   加できて、とても良い経験や思い出になります。 
   皆さんに感謝致します。これから米山奨学生とし 
   ての誇りを忘れずに頑張っていきます。 

                （紙面上、一部要約にて掲載） 

 

 

＜地区米山奨学委員会の報告＞ （概要にて） 

地区米山委員・カウンセラー   横溝 志華  

 今回の王さんは中国出身で女性だったため、女 
性会員の方が良いだろうということでカウンセラ 
ーをお引き受けしました。王さんの現在の住まい 
は東京練馬区なので、この例会場まで 1 時間 40 
程かかるそうで、結構遠いです。 
 では少し、地区米山委員会の報告を致します。 
昨年も米山奨学生のオリエンテーションに参加し 
ましたが、何も内容が判からず、今回は 1 年間 
地区委員を経験して、ようやく判ってきました。 
このオリエンテーションは卒業した奨学生と新 

奨学生とのコミュニケーションを図る機会です。 
 例年、「江の島女性センター」で開催されてい 
ましたが、今回は委員長がいろいろ探されて、鎌 
倉「建長寺」で行いました。お寺の関係者以外で 
外部の人を受け入れ、一泊研修するのは初めてと 
のことで、21 名の新奨学生と 6 名の継続奨学生が 
参加しました。 
由緒あるお寺なので、煙草など火の管理は徹底 

し、また研修終了後の懇親会が楽しみなのですが、 
お寺の関係者もいるので、できるだけ早めに切り 
上げ、就寝するようにということでしたが・・? 
 今回、日本人でもなかなか泊まれない建長寺を 
利用できたことは大変素晴らしいことだと思いま 
した。またお寺は中はとても近代的で驚きました。 
 今回、多くの奨学生からパワーを一杯いただき、 
自分自身も大変良い勉強になりました。 
 
 
   

先日、私の仕事のガス 

業界で「作文コンクール」 

があり、その中の優秀作品 

をご紹介させて頂きます。 

作文のテーマは、『いつも 

ありがとう』で、小学 5年 

生の男児の作文です。 

＜大きくてたくましい僕の大好きなお母さん＞ 

「この木は何百年も、ここにいて皆を見守ってくれている 

んだね」と、ジイジの家の近くの神社の杉の木を見上げな 

がら、お父さんがそう言った。 

 



               
             

「うわ～、太い幹だね」 僕の手では抱えきれない程、太 

くてたくましい幹に僕は抱きついたんだ。「まるでお母さん 

みたいだ」 僕はその太い幹に抱きつきながら、そう思っ 

たんだ。 

  僕のお母さんはかなり大きい。体も声も態度もすごく大 

きい。幼稚園の頃、その事をひやかした子がいた。「しゅり 

のお母さん、デ～ブ」って。僕は悔しかったんだ。だって 

大好きなお母さんの事をバカにされても言い返す言葉が見 

つからなかったからだ。でも、お父さんが僕に言ったんだ。 

「お父さんは、お母さんの大きな心も声も皆ひっくるめて 

好きなんだ。しゅりもそうだろう」って。僕は大きな声で 

「うん」って言ったんだ。今はからかわれても平気なんだ。 

「いいだろう、お前のお母さんの二人分なんだ」 そう言 

うと、たいていの友達が大笑いする。 

  授業参観、僕はお母さんがどこにいても見つけられるん 

だ。だってお母さんから僕の事が好き好きオーラが出てい 

るから、僕は授業中でも、ついつい手を振ってしまうんだ。 

だから決まって、お母さんに怒られるんだ。「ちゃんと授業 

に集中しなさい」って。きっと僕からも、お母さんの事が 

好き好きオーラが出ているんだろうな。 

  体力無しの根性無しの僕はすぐに諦めたり、投げ出した 

りする。でも、そんな時は決まってお母さんが大声を張り 

上げて僕を叱りとばす。「男だろ、ちゃんとしろ！」って。 

だから僕は頑張れるんだ。そのくせ、僕にピンチが訪れ 

     ると必ず助けてくれるんだ。鎖骨を骨折した時も、首の手 

     術をした時も、お母さんはずっと僕を助けてくれたんだ。 

「この木、お母さんみたいだね」 お父さんに言うと、 

     お父さんは笑いながら、「本当だ。いつも、しゅりの事を見 

     守ってる所もそっくりだね」と言ったんだ。「うん、本当に 

そっくりだね」 お父さんと僕は杉の木を見上げながら、 

大声で笑ったんだ。だって、杉の木が急にお母さんに見え 

たんだ。僕の大好きな太くて、たくましくて、大きくて、 

強くて、優しいお母さんに。 

 

 

 

●江成会長、豊岡副幹事 
①新米山奨学生の王爽さん、ようこそ。楽しんで 

     いって下さい。横溝さん、宜しくお願いします。 
②ご夫人誕生祝の永保さん、おめでとうございます。 
●永保 固紀会員 

家内の誕生日を祝って頂き、有難うございます。 
当人は早朝より、旅行に行っています。 

 
 
●横溝 志華会員 
①王さん、自己紹介、緊張しないでね。 
②永保さん、ご夫人誕生日おめでとうございます。 
●中里 和男会員 
永保さん、奥さんの誕生日祝、おめでとうござ 
います。宜しくお伝え下さい。 

●小野 孝会員、佐々木 裕会員、丸子勝基会員 
①永保会員の奥様誕生日、おめでとうございます。 
②新米山奨学生の王さん、ようこそ。 
●神田 達治会員 
①今日は夏日ということです。訪韓の皆々様、ご 
苦労様です。健康に留意され、ご訪問下さい。 

②ご夫人誕生祝の永保さん、おめでとうございます。 
●竹田 繁会員 
①永保会員、奥様の誕生日おめでとうございます。 
②横溝会員、本日はご苦労様です。王さん、よう 
 こそ当クラブへ。 
●菊地 啓之会員 
①米山奨学生の王爽さん、ようこそ！ 
②ご夫人誕生日祝の永保会員おめでとうございます。 
③龍仁 RC との再締結式訪問の皆さん、ご苦労様 
 です。気をつけて行って来て下さい。 
●瀬戸 裕昭会員 
①本日お祝いの永保会員、おめでとうございます。 
②米山奨学生の王さん、ようこそ。楽しくやって 
 いきましょう。横溝会員、宜しくお願いします。 
●阿部 毅会員 
①米山奨学生の王爽さん、ようこそ。本日の自己 
 紹介の卓話、楽しみです。 
②永保会員、奥様の誕生日おめでとうございます。 
●櫻内 康裕会員 
①ご夫人誕生日の永保会員おめでとうございます。 
②本日の卓話、横溝さん、王さん、宜しく。 
●最住 悦子会員 
①永保さん、奥様の誕生日おめでとうございます。 
②米山奨学生の王爽さん、お話楽しみにしています。 
●荻原 利彦会員 
 本日は 13 時～授業の為、早退させて頂きます。 
 内容は 4 月に入ってきた新入生の自己紹介のプ 
 レゼンです。午前の授業では、インターアクト 
 だった学生がいました。ロータリー、楽しいで 
 すね。金曜日に韓国に行くメンバーの方々、宜 
しくお願いします。 

 
 

例会報告 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①次年度ポリオ・プラス 寄付ご協力のお願い 

 RI はポリオ撲滅の今後の進展のため、3年間で 

7,500 万㌦の寄付を表明しました。この金額は 

単年度では 2,500 万㌦で、地区単位で分担する 

と 10万㌦となります。よって当地区では寄付 

目標額として 1人 40 ㌦となりましたので、ご 

協力をお願い致します。尚、この 40 ㌦ドルは 

地区財団寄付目標の 1人 200 ㌦以上とは別のも 

のとなります。 

２．国際ロータリーより第２回マルチプルフェロ 

ーピンが、菊地会員と阿部会員に届きました。 

３．荻原Ｇ補佐より、交換学生分担金のお願い 

     会長幹事会でお話しました通り、今年度分担金 

の振込をお願いします。1人千円×会員数 

 

   ＜国際ロータリー財団より第２回マルチプルフェローピン＞ 

菊地啓之会員、阿部毅会員へ贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

出席報告 

 

 

 

 

 

●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 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

＜５月のお祝・ご夫人誕生日祝＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・永保 固紀ご夫人 

    ５月８日 

＜お祝ショートスピーチ    永保 固紀＞ 

お祝頂き、ありがとうございます。家は家内で 

持っています！ お陰様で元気ですので、また次 

の誕生日も元気でいてくれればと思います。今日 

は早朝から出掛けていきました。  （概要にて） 

 

例会プログラム 

５月２１日卓話 佐々木 敏尚会員 

  ２８日卓話「日本ロータリーの創始者」 

         神田 達治会員 

６月 ４日卓話 田後 隆二会員 

     現・次年度ガバナー補佐ご挨拶 

     定例理事役員会（現・次年度合同） 

  １１日卓話 中里 和男会員 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   竹田 繁ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー  菊地 啓之会員  

ゲ ス ト    王 爽さん（米山奨学生）    

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   阿部  毅 

副委員長  櫻内 康裕 

委 員  甲斐美利、菊地啓之、豊岡 淳、早川正彦 

佐々木敏尚、田後隆二、伊倉正光、松本壽一 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象22名） 事前メイク者 

３１名 ２４名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

５名 ８２．７６％ ８６．９６％ 


