
 
 
 
 
 
 
 

第 1500 回例会 19 年 9 月 3 日(月) 
 海南商工会議所   19：00～ 

 

１．開会点鐘          会長 山名正一 
２．国歌斉唱          「君が代」 
３．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
４．ローターアクト 

海南・海南西ローターアクト 向井 新 様 

岩井志帆 様 

米山記念奨学生        呉 育羅 様 
 
５．出席報告  

会員総数63名 出席者数56名 出席免除会員1名 

  出席率 82.35％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

６．会長スピーチ         会長 山名正一 
先週のクラブ協議会、

出席いただきました理事

役員、各委員長様ご苦労

様でした。 

今日の例会は記念すべ

き１５００回例会日とな

っています。１９７５年

７月１４日の創立総会を

第１回目の例会として、

今回が１５００回目とな

ります。３２年２カ月を

以って到達いたしました。今は亡き初代会長の前窪さ

ん始め歴代会長のご努力よる歴史の賜物でございま

す。当初２５名で出発した我会も現在では６９名とい

う２６４０地区でも誇りうるクラブとなりました。歴

代会長３２名の内、現在１９名が在籍しています。物

故会員は８名です。ご冥福をお祈りいたします。今後

２０００回例会を目指してクラブの発展を祈念する

と共に、ロータリーシェアーズの理念の元、世界の

人々の幸せを願いロータリー活動に邁進しましょう。 

本日、この記念すべき日に会長職を勤めさせていた

だき大変光栄です。 

 この記念の日に、クラブ継続の礎となられた歴代会

長に感謝を込めて記念品を贈ります。歴代会長に海南

東 RC クラブの夫々の想い出について１分間スピーチ

をお願い致します。 

 来週水曜日はガバナー公式訪問となり３クラブ合

同例会となっています。平原ガバナーの地区方針につ

いて種々お話があります。宜しくお願いいたします。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河 RC 
  9 月 12 日（水）→9 月 12 日（水）18：00～ 

国民年金健康センター サンヒル阪南 
（観月例会） 

８．ゲスト卓話 
日本留学感想      米山奨学生 呉 育羅様 

皆さんこんにちは。私

は呉 育羅と申します。

中国から参りまして、今

大阪府立大学博士課程に

在学しております。米山

の奨学生として選ばれて

常に光栄だと思います。

今日、ちょうど海南東ロ

ータリークラブ１５００

回記念例会という記念すべき日に卓話をさせていた

だく機会をいただき、ありがとうございます。 

 何の話しようといろいろ考えました。私がやっぱり

一番お伝えしたいのは日本で感じたこと、いろいろな

出会い、そして皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。 

 あっという間に日本に来てまもなく５年になりま

す。この５年間勉学やアルバイトなど経験をし、いろ

いろな日本人に出会い、身を持って日本らしさを感じ

ることができました。日本に来たばかりのころ、何も

わからず、不安でした。でも研究室の先輩達は私を迎

えに行って、「こんにちは・・・」といいながらとて

も親切な笑顔で、一瞬で緊張感が半分以上消えてしま

いました。そのあと皆、私の住所を探してくれて、い

ろんな生活必需品を持ってきてくれました。大変感動

しました。そして、皆の親切な笑顔に囲まれて、私の

日本生活が始まりました。 

 最初、私の日本語は“こんにちは”くらいしかわか

りませんでした。友達の紹介により、堺市東百舌鳥公

民館で、無料で日本語を勉強することになりました。

そこにはいろんな国の人がいます。優しいボランティ

ア日本人先生達は日本語を教えることだけじゃなく
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て、生活中の悩みや困難などいろんなことを相談に乗

ってもらえます。しかも、先生達はよく活動を行い、

それを通じて皮膚色が違うけど皆同じ人間として、お

互いに理解が深くなりました。すごくいい勉強になり、

助かりました。 

 日本人が働きすぎだとよく言われています。思った

とおり、私たちの研究室もそうです。山崎先生毎日朝

早くから夜遅くまで仕事をやっています。“皆、何を

するべきか、それをいつでも考えて、そしてその方に

頑張って向かっていきましょう”とよく私たちに言い

ます。もちろん、研究室の皆仲良く、頑張って実験を

やっています。皆、頑張っている姿を見ていると、誰

でも思わず尊敬の気持ちを起きてしまうでしょうか。

日本の今日の繁栄は、皆がよく働くことによって、も

たらすのじゃないでしょうか。皆の姿を見て、私には

勇気と自信も与えられ、負けずに頑張ろうと思います。

及び自分はまだまだ勉強不足で、実力が足りないこと

をしみじみ感じながら、たくさん実用的なことを勉強

しました。 

 日本の秋祭りは何回見ても、何回も感動されました。

非常に重いものを担いながら、元気いっぱいの姿を見

せる。その中、赤い髪の毛、緑髪の毛の若者が、もし

平日見るとたぶん不良少年だと思われるかもしれま

せん。けども皆、汗ばかりの顔から見ると強い団結力

を深く感じました。何とか、自分も力を生み出す気が

しました。 

 ２００５年４月から西村奨学金を得ることができ、

自分が経済的な負担なしで、ひたすら研究に没頭し、

勉強の生活を正しく過ごすことができました。奨学金

のことのみならず、財団により行われた見学旅行を通

じて、日本の素晴らしい歴史文化を深く理解すること

ができました。今年４月から海南東ロータリークラブ

にお世話になっています。今年私にとっては特別な年

です。子供ができました。皆様の暖かいご支援は何よ

りも私の心が強くなります。皆様のおかげで今、たい

へん幸せな留学生活を過ごすことができています。本

当にありがとうございます。 

 過去を振り返ると、この５年間、何でも親に頼って

いた女の子が自分の目で見て、感じて、考えて、そし

てどんな困難にあっても自分の意力で解決しようと

する自分自身が大きく成長してきたことを感じてい

る。それが私の周りの人が、私が寂しく感じるときと

か、研究が進んでいないときとか、いつも優しく聞い

てくれたり、励ましてくれたりのおかげです。それは

私の元気の元です。私の周りの人が皆優しく思いやり

のある人間だと思うので、いつか自分も人のために優

しくしなければならないと思うようになりました。 

 日本で積み重ねた経験をどう生かすのか？私はや

はり、帰国して大学に就職し、研究者として、基礎医

学の研究をさらに続け、そして専攻分野に関する知識

や経験を、自国の後輩たちに伝えます。 

国と国との架け橋の役割はまさに私たち留学生が果

たさなければならないと思います。文化の違う人たち

と交流できるチャンスに恵まれた人はその恵みを他

の人に分け与える責任があります。私自身も努力して

います。そして、今までお世話になった多くの日本人

のことを自国の人に紹介した上で、今後も日本の素晴

らしい歴史文化を中国に伝えることも大変楽しみに

しています。 

 最後に挨拶をさせていただきます。来月から、お産

と育児のため、６ヶ月間休学することになります。そ

れから、育児と勉学を両立させながら論文を頑張るつ

もりです。どうか皆様の暖かい応援をよろしくお願い

いたします。 

ご清聴どうもありがとうございました。 

 

９．次回例会 

第１５０１回例会 平成１９年９月１０日（月） 

18：30～ 和歌山パインズホテル 

 

10．閉会点鐘 

 
 
 
 
 
 
 

 
○会員誕生日 

１日 桑添 剛君   １７日 柳生享男君 
８日 上芝良造君   １８日 荻野昭裕君 
９日 山田耕造君   ２５日 大谷 徹様 

１２日 吉田益巳君   ２８日 岸 友子様 
１６日 大澤祥宏君 

○奥様誕生日 

 ４日 深谷恵子様   １４日 吉川かつ美様 
 ８日 柳生多恵子様  １８日 田中順子様 
１１日 大江由美子様  ２０日 山畑雅志様 

○結婚記念日 

１７日 辻 秀輝君   ２９日 魚谷幸司様 

１７日 柳生享男君 

○一般ニコニコ 

宇恵弘純君  ３０日、岡田先生宅で英子さんの手料

理をご馳走になりました。美味しかっ

たです。ありがとうございました。 

山畑弥生君   〃 

岸 友子君   〃 

的場賢美君  日曜日、県下剣道大会に出場しました。 

女子最年長で頑張りました。負けたけ

ど。 

山名正一君  １５００回例会おめでとうございま

す。今後、益々の発展を祈念します。 

 

2008 年ロサンゼルス RI 国際大会 

6 月 15 日～18 日 
第 1締切日：2007 年 12 月 15 日 

第 2締切日：2008 年 3 月 31 日 

 

 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


