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韓国・龍仁ロータリークラブ
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会 長

佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ

幹 事

小崎

光明学園相模原高等学校

直利

（一部、概要にて）

米山奨学生
本日は４つのテーマに沿って、お話させて頂
きますので、宜しくお願い致します。

〇自己紹介
名前は邵 佳慧(ｼｮｳ ｶｶｲ)です。英語表記では
SHAO JIAHUI となります。1997 年に中国で生ま
れ、2015 年に高校を卒業し、日本に来日。2016
年に東京国際日本語学院を卒業し、2017 年に青
山学院大学

経営システム工学科に入学しま

した。趣味はピアノと旅行です。

〇故郷の紹介

遼寧省・丹東市

中国最大の国境都市で、丹東は遼寧省南東部

邵

佳慧

の鴨緑江が黄海に注ぐところに位置しています。
万里の長城の東端で、中国の海岸の最北端です。

鴨緑江を挟んだ対岸は北朝鮮で、韓国や日本に

大学受験を目指すには、一日平均 15～16 時間

も近いです。観光産業の規模が遼寧省で 3 位とな

勉強しています。一番楽しい時間は夜に自習が終

り、大連や瀋陽と共に遼寧省の「黄金の三角地帯」

わるころで、ずっと緊張の神経がやっとリラック

を形成しています。

スできます。夜 10 時頃には管理員が電気を消し

冬はマイナス 15

ますが、学生たちは充電できる電気スタンドを取

～20 度で、東京よ

り出して、勉強を続けます。私も高校 3 年の後期

り寒いですが、中

には、毎日早朝 1 時頃まで勉強し、あの頃の生活

国の北方では相対

は「本当に苦労した。私も精一杯勉強した」と思

的に暖かいです。

い出します。

多種多様なシーフード、農産物も豊富で、韓国
や満州料理の郷土料理もあります。

〇中国での高校生活

丹東市第二中学

〇研究内容「無拘束肺音システムにリカレントニュ
ートラルネットワークを用いた肺音種類判別検証」
日本では近年、急速な高齢化に伴い、生活習慣

1910 年に設立され、2003 年には遼寧省のモデ

病も増加しています。その中の死亡率 1 位は悪性

ル高校になり、遼寧省の「最も美しい高校キャン

新生物で、特に男性・女性ともに肺がんが最も高

パス 1 位」になりました。敷地面積が 10 万 7000

くなっています。原因としては、まず１つに喫煙

㎡あり、1 クラス平均 55 人で 66 クラスあり、約

が挙げられ、肺がん患者の 90％に喫煙歴がある

3,600 人の学生が在籍しています。Ａランク大学

と報告されています。2 番目は心疾患です。

への進学率は 91％です。

生活習慣が大きく影響してくる高血圧、脂質異
常、喫煙、高血糖などが要因として挙げられ、全
世界で流行しているコロナウィルスも肺疾患の一
種です。これらにより、心音と同じように肺音も
在宅環境での検出システムが必要と考えられます。
一般的に診断は、問診から始まり、血圧測定や
聴診を行い、異常や怪しい点が見られた場合、心
電図や画像・病理検査などの詳しい検査を行い、
具体的な病名を診断します。そのため、検査に入
る前の診察の段階で、特に心疾患では聴診で得ら
れる心音や肺音が重要になります。
しかし、聴診による肺音の検診は訓練を積んだ
専門医でなければ、一般の看護師や訪問介護など

全寮制の学校で、教学棟が 2 つ、実験棟が 1 つ、

の現場では詳細かつ正確な結果を得ることは困難

図書館が 1 つ、中国語国際訓練センターが１つ、

です。この問題に対処するため、無拘束で圧力セ

スポーツ芸術館が 1 つ、学生寮が４つあり、1 部

ンサにより収集した肺音に対し、異常音を自動判

屋に 6～8 人で暮らしています。

別する肺音検査システムの実現を目指し、研究を行っ

中国では、高校生にのしかかる受験プレッシャ

ています。

ーが一番大変です。中国は人口も多く、競争率が
非常に高いです。多くが一人っ子のため、親だけ
でなく親戚の期待も重くのしかかります。

【新型コロナウイルス感染症対策】

毎日の宿題量や勉強時間の長さ、学校の校則も

コロナ感染者は 8 月上旬にピークを迎え、徐々

日本とは大きく異なり、私の高校では毎週土曜の

に減少してきており、9 月下旬頃から下げ止まっ

夜だけ家に帰れますが、翌日曜の午後 1 時には必

たかのように横ばいの状態が続いています。ご存

ず教室に戻り、毎週 3 時から試験があります。

知の通り、アメリカのトランプ大統領もコロナに

感染し、まだまだ油断

尚、本日のお知らせに記載の

できる状況にはありま

通り、次年度ガバナー補佐を

せんので、当クラブと

引き受けることになり、次年

しても引き続き、コロ

度は当クラブのことがあまり

ナ感染症対策を重視し

出来ないかもしれませんが、

ながらロータリー活動

皆様のご協力を宜しくお願い

を進めてまいりたいと

致します。

（概要にて）

考えております。

【米山月間】
我々日本のロータリークラブにとって、10 月は
米山月間でもあります。本日は米山奨学生の邵
佳慧（ｼｮｳ

ｶｶｲ）さんから卓話をして頂きますの

で、会長の時間では、米山記念奨学会と米山梅吉
氏のことをお話ししたいと思います。
米山記念奨学会は、正式名称を「公益財団法人

●佐々木会長、小崎幹事
①皆さん、こんにちは！本日より情報集会が 4 週
連続で行われます。活発な意見交換をお願い致
します。
②本日、卓話の邵さん、よろしくお願い致します。
③お祝の大井会員、おめでとうございます。

ロータリー米山記念奨学会」と言います。この米

●小野

山記念奨学会は勉学、研究を志して日本に在留し

①会員誕生日祝の大井さん、おめでとうございます。

ている外国人留学生に対し、日本全国のロータリ

②米山奨学生のｼｮｳ・ｶｶｲさん、ようこそ。

アンの寄付金を財源として、奨学金を支給し支援

●田所

する民間の奨学団体です。

孝会員

毅会員、金沢

邦光会員

邵さん、卓話楽しみです。リラックスして話し

米山記念奨学会の目的は将来、母国と日本との

て下さいね。

懸け橋となって、国際社会で活躍する優秀な留学

●中里

生を奨学することを目的としています。米山奨学

①米山奨学生、邵佳慧さん。卓話頑張って下さい。

生の採用数は年間 860 人。事業費は年間約 14 億

②大井さん、誕生日おめでとうございます。

4000 万円であり、国内では民間最大の国際奨学事

●伊倉

業です。これまでに支援してきた奨学生数は、累

①邵さん、卓話よろしくお願いします。

計で 21,000 人を超えており、その出身国は世界

②大井会員、会員誕生日祝おめでとうございます。

129 の国と地域に及んでいます。

●阿部

この米山記念奨学会の特色は、奨学金による経
済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の
世話クラブとカウンセラー制度があります。9 月
さい

の会長の時間にて、元奨学生の崔さんの『出会い』
と題する投稿をご紹介しましたが、世話クラブと

和男会員

正光会員

毅会員

①米山奨学生の邵さん、本日の卓話よろしくお願
いします。
②大井会員、誕生日祝おめでとうございます。
③良い季節になりました。Go To トラベル、出掛
けたいですね!?

カウンセラー制度という、ロータリアンの心の通

●田後

った支援が米山奨学事業の柱となっていますので、

①邵さん、卓話よろしくお願いします。

会員皆様のご支援とご協力を宜しくお願いします。

②大井さん、誕生日おめでとうございます。

※紙面の都合上、「米山梅吉氏」は次週号に掲載
させて頂きます。

●冣住

隆二会員

悦子会員

①邵さん、卓話宜しくお願いします。楽しみにし
ています。

＜委員会報告＞

冣住情報委員長

先程、幹事より情報集会について詳細をご報告
頂きましたので、皆様のご出席をお願い致します。

②大井さん、誕生日おめでとうございます。
●横溝

志華会員

①大井会員、おめでとうございます。
②邵さん、卓話楽しみにしています。

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

報告事項
１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①次年度 2021～22 年度ガバナー補佐及びオンツ
ー・ヒューストン国際大会委員ご就任委嘱の件

＜理事会報告＞
①地区補助金事業へクラブ拠出金の件。

第５Ｂグループのガバナー補佐及びオンツー

地区よりの送金額３５６，６９０円に対し、８０，０００円

ヒューストン国際大会委員の選考にあたり、貴

（２０％以上）を社会奉仕より支出承認。

クラブの冣住悦子様にご就任頂きたく、ご了承
の上、ご協力をお願い致します。

②地区よりインド緊急国際支援へ義援金依頼の件。
７千㌦（現レートで約７５万円）の要請により、地区

②次年度 2021～22 年度実施向け第１回地区補助
金説明会のご案内

会員総数で計算し、国際奉仕より１万円を承認。
③１２月２２日 年末家族例会の開催の件。

申請予定のクラブは、今回の説明会または来年

取止めとし、当日は会員のみの夜間例会とする。

1 月の第 2 回説明会に必ずご出席下さい。対象

１８：３０～「敦煌」にて（アルコールは無し）

者は会長エレクトと奉仕プロジェクト委員長

④ガバナー公式訪問時の質問事項について。

か財団委員長、または会長・幹事の内の 1 名で、

各理事役員に提出を依頼。

会長エレクトを含め 2 名までとなります。
日時：10 月 24 日（土）14:00～16:00
第一相澤ビル

場所：

登録締切：10 月 19 日

③ｲﾝﾀｰ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会開催のご案内
今回も Zoom を併用したハイブリット型となり
ますので、ご出席をお願い致します。
日時：10 月 10 日（土）13:00～
澤ビル及び Zoom 会議室

場所：第一相

登録締切：10 月 6 日

・大井

達会員

１０月１６日

例会プログラム
１０月１３日卓話

川合

貞義会員

２０日例会取止め（地区大会に振替予定で
したが、規模縮小により移動例会と
して成立しないため）

例会記録
点

鐘

１２時３０分

場

所

「敦煌」

週間前にあたり」

司

会

豊岡

担当：田島ガバナー補佐、会長

斉

唱

２７日クラブ協議会「ガバナー公式訪問２

１２：３０～１３：００
１３：００～１３：３０頃

例会
ガバナ

ー補佐挨拶・クラブ協議会

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●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

淳ＳＡＡ

「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

大槻

ゲスト

佳慧さん（米山奨学生）

出席報告

邵

実会員

会

員

出席（出席対象 22 名）

事前メイク者

２９名

２１名

１名

欠席者

本日の出席率

修正出席率(9/15)

５名

●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：河野
崇
委員：竹田
阪西

繁、黛
貴子、大槻

裕治、伊倉
実

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

正光

８１．４８％

９６．５５％

