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１）　次回の例会は久米ガバナー補佐出席のク

ラブ協議会です。今迄の活動状況を発表でき

るように準備をお願いします。

２）熊本へ送る自転車の整備について

　昨日から始めました。五十嵐会員、内田会

員の活躍と北澤幹事、二宮会員とで整備しま

した。とても一日では終わりません。

　今日９時から内田会員が処理しています。

例会終了後ぜひとも手伝いをお願いします。

整備については、メーキャップ扱いとしたい

と思います。

■災害対策委員会　　　　　　　  増田嘉一郎

１）熊本地震復興支援の放置自転車を贈る為

にお一人 3,000 円のご寄付をお願いします。

瀬谷 RC、岩沼 RC からも既にご寄付を頂いて

おります。新横浜 RC からもご支援いただける

そうです。全員のご寄付をお願いします。

２）会長報告のとおり、例会終了後に瀬谷 e

モール駐車場で自転車解体作業を行っており

ます。ご協力をお願い致します。

３）16 日㈰の区民まつりには災害対策委員会

は午前７時 30 分鶴ヶ峰鎧橋、例年の展示場に

集合をお願いします。

■親睦委員会　　　　　　　　　  田川　富男

○この指とまれ報告

　10 月７日夕方、「一攫千金を夢みて」川崎

駅集合、川崎競馬場にて秋の夜長を楽しみ大

いに親睦を深めました。

■司　　会　副 SAA  滝澤　　亮

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　我等の生業

■出席報告

■本日の欠席者
安藤（公）、大川、兵藤、鈴木、福村

■他クラブ出席者
青木、安藤（公）、増田、新川、五十嵐、関口

（岩沼 RC）

■ゲスト
蔡　金燕様（1994 ～ 96 年度米山奨学生）

■会長報告
　岩沼ロータリークラブ創立 50 周年の記念式

典に関口会員、増田会員、安藤会員、五十嵐

会員、新川会員、青木の６名で参加してきま

した。出席者は一般来賓として石川幹子 ( 講

師・中央大学教授 ) を始めとし岩沼市長など

計 10 名。ロータリー来賓９名、スポンサーク

ラブから８名。姉妹・兄弟・友好クラブ・支

援クラブ等 40 以上のクラブから 138 名。200

名以上参加者の元盛大に開催されました。

　「てんでんこ」も全員の封筒に入っていまし

た。感謝状を戴きましたので、式典資料と共

に回覧します。

○クラブ関係

本日の出席数        19 名

本日の出席率  　   76％ 修正出席率     　 96.3 ％

会 員 数 　 　 　  3 1 名
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岡田　清七／蔡金燕さん、卓話よろしくお願

いします。

田川　富男／①後藤さん、この指とまれ企画

の川崎競馬お手配有難うございました。②蔡

さん、今日はよろしくお願いします。

二宮麻理子／①蔡金燕さん、本日は卓話よろ

しくお願いします。② 10 月 16 日、旭ふれあ

い区民まつりに会員皆様のご参加よろしくお

願いします。

太田　勝典／蔡金燕（サイチンエン）さん、

今日の卓話ご苦労様です。楽しみにしており

ます。

■卓話
○蔡さんご紹介

　　　　 米山記念奨学金委員会　太田　勝典

　10 月は米山月間です。今までは地区米山委

員会の卓話でしたが、今年は当クラブ出身の

米山奨学生蔡金燕（サイチンエン）さんに卓

話をお願いしました。蔡さんは当クラブで 20

年前に受け入れた台湾出身の元横浜国大生で

す。ご主人も香港出身の米山奨学生でした。

　一昨年当クラブの国際奉仕委員会主催の大

池公園で餅つき大会を行いましたが、旭区在

住の外国人親子、ロータリアンとその家族、

ボーイスカウト、ガールスカウトが参加し楽

しいひと時を過ごしました。約 60 名が集まり

ましたが、その時も親子４人で参加してくれ

ました。

　本日は、蔡さんのその後のお話を聞きたく、

卓話をお願いいたしました。蔡さんの卓話後、

米山委員会から皆様へのお願いの話をさせて

いただきます。それでは蔡さんよろしくお願

い致します。

○蔡　金燕様

　こんにちは、紹介していただきました蔡と

申します。大変ご無沙汰しております。今日

はお招きをいただき、ありがとうございます。 

　私は今から 25 年前の 1991 年に私費留学生

として来日しました。横浜国立大学の学部、

大学院で比較文化研究や日本語教育を学びま

した。ロータリー米山奨学生になったのは大

学３，４年生の時です。当時、ほかの学生たち

よりも幸運に私は２年間の奨学金をいただけ

ました。おかげさまで、学業に専念すること

ができ、豊かな留学生生活を送ることができ

ました。
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　当日は会員家族、ご友人を含め 24 名の参加

を頂きました。全員熱が入り競馬を楽しんだ

模様です。当然ですが儲けがでれば、ニコニ

コの財源になると思っておりましたが、残念

ながら小生を含めて協力が出来ない成績でし

た。又、後藤会員にはいろいろとお手配して

頂き有難うございました。

■社会奉仕委員会　　　　　　　二宮麻理子

○熊本河内みかんの予約販売申し込み

　申込の方には 11 月の旬の時期に着払いで直

接お届け致します。なお、金額は税込、送料

込の値段となっております。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

青木　邦弘／①昨日は自転車作業をされた

五十嵐さん、内田さん、二宮さん、北澤さん

ご苦労様でした。②本日の卓話、米山奨学生

蔡さん、よろしくお願いします。

北澤　正浩／蔡金燕様ようこそいらっしゃい

ました。卓話宜しくお願いします。

吉原　則光／秋晴れの中の例会となりました。

蔡金燕さん、ご多忙のところ卓話有り難うご

ざいます。お話楽しみにしております。よろ

しくお願いします。

佐藤　利明／太田勝典フォーラムリーダー、

ご苦労様です。蔡金燕様、卓話宜しくお願い

します。

新川　　尚／蔡さん、ようこそ！

後藤　英則／①川崎ナイト競馬観戦に参加さ

れた皆様、楽しまれた様子ですね。②蔡さん、

ようこそいらっしゃいました。お久しぶりで

す。

本山　雄三／蔡さん、ようこそ。近況報告が

楽しみです。

斉藤　善孝／蔡さん、ようこそいらっしゃい

ました。本日の卓話宜しくお願いします。

滝澤　　亮／①太田さん、米山フォーラムよ

ろしくお願いします。②後藤さん、川崎競馬

有難うございました。
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　マスターコース修了後は横浜市教育委員会

に所属し、小中学校の日本語講師として 13 年

間勤務をしました。横浜市内の小中学校に在

籍している外国人生徒に日本語を指導してい

ました。2010 年に主人と香港で日本留学支援

協会を立ち上げるために教育委員会の仕事を

辞めて、一家で香港の主人の実家に引っ越し

ました。香港には２年ほど滞在し、2012 年に

また横浜に戻ってきました。

　子供は２人います。今二人とも鶴ヶ峰中学

に在籍しています。息子は中３、娘は中２です。

同じくソフトテニス部に入って毎日部活優先

の生活を送っています。香港に住んでいた２

年間、日本で生まれ育った我が家の子どもた

ちは香港の現地校に通っていました。中国語

も広東語も英語もできないまま香港の生徒と

一緒に学校に通う経験をした我が子たちを見

て、私は言葉の指導だけではなく、多文化理

解の重要性に気付きました。それまで、私は

外国から来日した生徒や学生に日本語の文法

を教えることに集中していました。これをきっ

かけに私は異文化に置かれて生活をしている

外国の生徒に多文化理解の助けをする仕事も

自分の使命だと改めて感じました。

　それで、2012 年日本に戻ってきてから、私

は多文化共生の分野で仕事を始めました。少

し説明させてください。

　私は今、多文化コーディネーターとして神

奈川県立高校で外国人生徒の日本語学習や生

活指導を担当しております。神奈川県立高校

に在籍している外国につながる生徒たちは留

学生と違って日本で働いている親の呼び寄せ

で来日した生徒がほとんどです。留学生は自

分の意志で日本の学校で学ぶことを選択して

来日したため、勉強や生活面に向けるモチベー

ションが高いです。が、呼び寄せの生徒たち

は親の仕事や再婚の都合で来日したため、モ

チベーションが低くて、日本語や日本文化を

学習する機会もない状態で日本の高校に入学

し、日本人の先生や生徒たちとも会話ができ

ない学習生活を送らなければなりません。日

本での学習や生活スタイルに慣れないせいで、

心を閉ざして学力不振や不登校の状況に陥り

やすいのです。

　しかも、ほとんどの生徒は親が日本で働く

ため、母国の親戚に預けられて育ってきたの

で、長く親から離れて生活してきました。そ

のせいで、自分の親との絆も薄く、家庭内で

もうまく親子のコミュニケーションが取れな

い子が多いです。思春期のこの子たちは学校

に心を閉ざし、自分の親につらい気持ちをぶ

つけるコミュニケーションも取れないので、

自信とやる気をなくし、自分の存在さえ否定

するように変わっていきます。

　神奈川県教育委員会はこの生徒たちのため

に高校に多文化コーディネーターを派遣して

います。多文化コーディネーターはこの生徒

たちを指導する日本人教員たちと生徒たちの

架け橋になって生徒たちがスムーズに高校生

活に適応できるように、サポートをしている

のです。

　また、私のもう一つの勤務先は私の母校、

横浜国立大学です。横浜国立大学の国際教育

センターには日本語、日本文化プログラムの

交換留学生として台湾からの留学生がきてい

ます。私はこの学生たちの生活指導を担当し

ております。日本語と日本文化を学ぶ大学生

らはモチベーションはとても高いが、母国の

文化や価値観を通して日本文化、日本人を理

解しようとする傾向があります。これによっ

て一人で困ったり、悩んだりすることも生じ

てきます。留学生たちが日本での勉強を進め

るなか、日本人、日本文化を客観的に理解し、

日本での勉学生活を快適に送れるように私の

今までの経験や知識を生かして手助をしてお

ります。

　ここで私が言っていた豊かな留学生生活の

意味を説明したいと思います。

　周知のように日本は先進国で、物価がとて

も高い国です。母国の仕送りだけでは留学生

たちは生活ができません。ですので、ほとん

どの学生は学習のほかにアルバイトをしなけ
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念ながら当クラブは米山の寄付は苦手として

おります。昨年 2590 地区は平均で 29,520 円

づすが、当クラブは 17,960 円でした。59 ク

ラブ中 54 位でした。（これは当クラブ創設

以来の低さ、25 年前に比べ 45％）平均より

-11,500 円です。

　-11,500 円は大変な数字です。平均 29,500

＋ 11,500 円＝ 41,000 円を集めるクラブの協

力があって平均 29,500 円が成り立っていま

す。例年ガバナー訪問で当クラブは出席率も

良く、歴史もあり大変素晴らしいクラブと褒

めたたえますが、米山に関してはご協力をと

いうだけです。

　通信簿にたとえると出席率は５ですが残念

ながら米山は１でしょう。

　米山の寄付は普通寄付と特別寄付より成り

立っています。普通寄付 5,000 円はクラブよ

り出費します。特別寄付は 20,000 円以上と

なっていますが、当クラブでは 20,000 円が恒

例となっており 20,000 円払えば義務を果たし

たと思っていました。20,000 円プラス 5,000

円では、全員が払ったとしても、地区平均よ

り -4,500 円となります。

 ２番であってはいけないのかとある女性議員

は云っておりましたが、旭ロータリーは少な

くとも地区平均を目指したいものです。今ま

での集金袋には 20,000 円以上と書いてありま

したが、今年は地区平均 29,500 円と書かせて

いただきます。

　10 月末までに 20,000 円以上お願いし、残

りは来年３月末までの手形で結構です。メモ

を入れていただければ改めて集金させていた

だきます。

　ロータリー米山記念奨学金への寄付は税制

上の優遇措置が受けられます。概略ですが 10

万円の寄付ですと約４万円が戻ってきます。

米山の寄付は強制ではありません。ノルマも

ありません。ですが、ロータリー会員一人一

人の暖かいご好意によって成り立っておりま

す。ロータリーが目指す世界平和の実現の為

に、会員皆様のご協力を切にお願い申し上げ

ます。

■次週の卓話　　
  10/26 ㈬　金子　柱憲様（プロゴルファー）

　「日本におけるゴルフトーナメントの展望」

　　　　　　　   　  週報担当　太田　幸治

ればならないのす。（私の場合は留学するとき

に父親からもらってきたお金を２か月で使い

終わってしまいました。）

　また、大学に入ったのはいいのですが、周

りは小さい頃から日本語を使いこなしてきた

日本人大学生ばかりです。彼らにとっても難

しいと思われる大学の授業を、留学生たちは

習ったばかりの日本語で日本人先生の授業を

受けて理解したり、レポートを書いたりする

ので、非常にハードルの高い勉強生活が待ち

受けています。このように経済面も勉強面も

厳しい環境のなかで、多くの留学生は大学、

バイト先、アパート先を行き来する機械式な

生活を送るしかありません。当然、日本のど

こかに旅行したり、日本人学生たちあるいは

ほかの留学生たちと交流を深めるような活動

に参加する余裕もありません。

　私はロータリー米山奨学生になって、自分

の周りの人や物事に対して心に余裕をもって

理解し、すばらしい日本の友人と交流を深め

ることができて、幸せでした。感謝しており

ます。これから、微力ながらも多文化理解の

ために奉仕していきたいと存じます。

　今日は本当にありがとうございました。

○米山委員会　太田会員より

　米山寄付のお願い！

　ありがとうございました。蔡さんご夫妻は

今お話があったようにアジアと日本の大事な

架け橋として活躍されております。まさにロー

タリー米山記念奨学生事業の目的を実行され

ている蔡さんの心より敬意を表したいと思い

ます。

　それでは米山記念奨学金委員会より皆様へ

のお願いです。皆さんご存知のように米山記

念奨学事業は日本で最初にロータリーを設

立した米山梅吉の功績を記念して東京 RC が

1953 年に創設した米山基金が始まりです。

　この事業はわずか 5 年で日本全国の共同事

業へと発展しました。歴史的にも世界に類を

見ない日本ロータリー独自の多地区合同活動

となっています。

　ロータリーの目的は世界平和です。世界平

和を達成するためにロータリーは教育的奉仕

と人道的奉仕を行っています。教育的奉仕は

米山であり、国際交換学生です。人道的奉仕

は災害支援でありポリオプラス寄付です。残


