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滝澤　　亮会員　　　　10.30

吉原　則光会員　　　　10.19

宋　　謹衣会員　　　　10.2

■会長報告
　先週は衆議院が解散され、ニュースもその

ことのみになっておりました。本日は米山奨

学生の沈さんに卓話をお願いしてあります。

何を話していただけるのか楽しみであります。

又、本日はガバナー主催のチャリティーディ

ナーショーが開かれます。当旭 RC からも複数

参加がございます。そして、当クラブで元財

団奨学生の朝倉春菜さんが司会をなさいます。

朝倉様には花束を贈りたいと思います。

■幹事報告
○寄付のお願い

米山財団は皆様の寄付によって成り立ってお

ります。今月より寄附金袋を入れておきます

ので、ご協力の程お願い申し上げます。

■ガバナーエレクトご挨拶　　　  金子　　大

　来年度も宜しくお願いします。

■司　　会　ＳＡＡ　五十嵐　正

■開会点鐘　会　長　滝澤　　亮

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
目黒

■他クラブ出席者
新川 (地区 )

■ゲスト
金子　 大様

(ガバナーエレクト・横浜中 RC)

千田　晴久様

(次年度地区幹事・横浜中 RC)

沈　 佳穎様 (米山奨学生 )

■ 10 月誕生記念祝

安藤　達雄会員　　　　10.28

新川　　尚会員　　　　10.15

本日の出席数         27 名

本日の出席率    96.43％ 修正出席率           100％

会員数　 　 　    32 名
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■報徳二宮神社、竣工式　　　  　二宮　　登

　９月 17 日、報徳二宮神社表参道大鳥居竣工

式に出席してまいりました。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

金子　大様・千田晴久様（ガバナーエレクト・

次年度地区幹事）／本日、初めて参加させて

いただきます。横浜旭 RC の皆様にはいつもお

世話になっております。今後ともよろしくお

願い致します。

滝澤　　亮／①金子ガバナーエレクト、千田

次年度幹事、ようこそ。次年度は宜しくお願

いいたします。②沈様、卓話宜しくお願いし

ます。③須藤様、入会おめでとうございます。

田川　富男／①ガバナーエレクト金子様、次

年度地区幹事千田様、旭 RC にようこそいらっ

しゃいました。②須藤亘さん、大歓迎致します。

今日からロータリアンです。よろしくお願い

します。

須藤　　亘／本日からロータリークラブに入

会させて頂きます須藤です。どうぞ宜しくお

願いします。

安藤　公一／①沈さん、卓話宜しくおねがい

します。②先週木曜日に aks 会ゴルフコンペ

を開催致しました。ご参加頂いた皆様、有難

うございました。このゴルフコンペも今回で

59 回となり、次回は第 60 回となります。

五十嵐　正／①須藤さん、ご入会おめでとう

ございます。②沈さんの卓話楽しみにしてお

ります。

市川　慎二／①ガバナーエレクト金子様、次

年度地区幹事千田様、ようこそお越し下さい

ました。②須藤亘さん、ご入会おめでとうご

ざいます。③沈さん、卓話宜しくお願い致し
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■入会式

○滝澤会長より歓迎の言葉

　須藤様、入会おめでとうございます。

　ロータリーとは 20 世紀初頭、シカゴで弁護

士ポールハリスによって設立され、当初４人

で始まったロータリークラブは 100 年以上も

続いております。本日より横浜旭ロータリー

クラブの仲間であります。奉仕と親睦に親し

んでもらいたいと思います。

　委員会は出席、親睦です。各委員長よろし

くお願いします。

■親睦委員会　　　　　　　　　 後藤　英則

9/27 ㈬、後藤会社内で親睦委員会開催

出席者 

目黒、田川、五十嵐、今野、滝澤、二宮 (麻 )

１）クリスマス家族親睦会の予算、内容

日時　12 月 16 日㈯

場所　kkR ポートヒル横浜

会費　ロータリアン 10,000 円

     家族・友人 8,000 円 未就学児 3,000 円

* 未就学児の食事ワンプレー

*小学生の食事 要相談

○催し物

・米山奨学生沈さんの歌

・須藤会員の手品、落語家を予定

○クリスマスプレゼント

　品揃は高島屋外商依頼　内容は検討

・プレゼント方法は次回委員会までに考える。

・会員夫人宛に会長名でクリスマスパーティー

　の招待状を郵送する。家族、友人などは例

　会時に同伴ロータリアンが紹介する。

２）決定している親睦行事

日時　10 月５日㈭午後６時開演

場所　関内ホールでの落語会

＊佐藤会員のご好意で、20 名様限定で招待

日時　10 月 13 日㈮午後５時川崎駅改札集合

場所　川崎ナイト競馬

＊現在８名の参加者
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ます。

新川　　尚／①金子ガバナーエレクト、千田

次期地区幹事ようこそ！②沈さん、卓話楽し

みです。③誕生祝い有難うございます。

宋　　謹衣／沈さん、ようこそ。本日の卓話

を楽しみにしています。加油 (がんばれ )！

大川　伸一／沈さん、今日の卓話を楽しみに

しています。よろしくお願いします。

本山　雄三／①ガバナーエレクト金子さん、

次年度地区幹事千田さん、ようこそお越し下

さいました。よろしくお願いします。②沈さん、

米山フォーラム宜しくお願いします。

北澤　正浩／①横浜中 RC ガバナーエレクト金

子大様、次年度地区幹事千田晴久様、ようこ

そいらっしゃいました。②沈さん、卓話宜し

くお願い致します。

佐藤　真吾／①ガバナーエレクト金子様、次

年度地区幹事千田様、ようこそお越し下さい

ました。②沈さん、卓話頑張って！

佐藤　利明／須藤さん、入会おめでとうござ

います。

内田　　敏／須藤様、入会おめでとうござい

ます。

太田　勝典／須藤さん、入会おめでとうござ

います。

青木　邦弘／須藤様、入会おめでとうござい

ます。

関口　友宏／須藤さんの入会を祝して。

後藤　英則／須藤さん、入金おめでとうござ

います。

兵藤　哲夫／沈さん、香港の月餅ありがとう。

とても美味しかった。お返しに、気に入って

いた手元にあったネコの財布あげます。

■卓話「日本に来て」　　　        　沈　　佳穎

　皆様、こんにちは。今回の卓話を担当させ

て頂きます沈佳穎です。初めての卓話で緊張

しておりますが、頑張ります。よろしくお願

いします。

　今回の卓話で私が話したい主な内容は以下

の三つです。

①私が日本に来てからの生活、日本での出来

事などの紹介②米山奨学生になってから自分

の生活がどのように変わったのか③今後の進

路について

　まずはどのような経緯で日本に来たのかを

まだご存知でない方もいらっしゃると思いま

す。私は上海の高校でおよそ一年半勉強しま

した。その通っている高校は日本やアメリカ、

カナダなど様々なくにと姉妹校を提携してい

ることで有名な高校で、私も日本の姉妹校に

進学したいと考え、その高校に入りました。

一年半の間に日本語の勉強し、さらに日本人

の先生による日本語を使っての政治経済、歴

史、数学などの授業を受け、日本の高校への

転校が認められます。17 歳の時、私は転校生

として東京都八王子市にある姉妹校 ｢ 啓明学

園 ｣に入学しました。

　日本へ旅立つ前の日に全く眠れなかったこ

とは今でも覚えています。たくさんのことに

悩みました。｢ 私、授業についていけるのか

な ?｣｢ うまく友達できなかったらどうしよ

う ?｣ でも一番悩んだのはいじめでした。自分

は外国人でしかも転校生、私はその時、日本

の高校に対するイメージはドラマやアニメで

しかなかったから、そのドラマやアニメで学

校のいじめのシーンをたくさん見たので、本

当にこういうことがあるのではないかと、と

ても心配になりました。でも啓明学園のみん

なが私の心配を一掃しました。皆さんがとて

もフレンドリーな子ばかりです。それも理由

があって啓明学園の 50％の生徒は帰国子女

か、ハーフもしくは留学生で、皆さん外国人

の生徒にすでに慣れています。入学式が終わっ

たらすぐ、同じクラスの子がたくさん声をか

けてきて、私の事に興味を持ってくれました。

さらにお昼ご飯を一緒に食べようとさそって

くれて、放課後も一緒にバスで帰ろうと声を

かけてくれました。又、楽しみにしている運

動会や文化祭も想像していた通りに楽しくて、

いい思い出です。

　高校３年の時に、私は同じ学級の友達と一

緒にボランティアのプロジェクトを立ち上げ
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ました。その名前はDon't sell girls。ネパー

ルで人身売買をされている少女を助けたいと

いうのが趣旨です。ネパールでは年間 3000 人

を超える少女が人身売買に遭っています。彼

女たちは海外に売られたり、売春婦として働

かされるなどのひどい目にあわされています

が、今の世の中ではあまりカンボジアに目を

向けてくれる人はいません。それ故に私たち

はこの国で大変な思いをしている人がいると、

世の中に伝えたいとプロジェクトを立ち上げ

ました。私たちはフェイスブックを使って自

分たちのページを立ち上げました。そのペー

ジを宣伝し、なるべく多くの人に見られるよ

うにと頑張りました。2ヶ月で数百人のいいね

を集めることができました。このプロジェク

トは私のボランティアをやりたいという思い

を刺激してくれた最初のきっかけでもありま

した。啓明学園での生活は私の日本の生活の

一番のハイライトだと今でもおもっています。

啓明で私が一番大切にしたい友達と出会える

ことができ、今でも一緒に出掛け、遊んでい

ます。海外に進級した友達もいましたが、彼

らが日本に戻るたびに会って話をしたり、私

が海外に行って彼らに会いにも行きました。

　高校を卒業した後に専修大学に進学しまし

た。考古学を専攻しています。大学生になっ

てから徐々に自分の生活ペースが自分で決め

れるようになってきました。いろいろな余裕

が出てきて新しいことでも始めようと思い、

横須賀市のボランティアに応募しました。私

は個人的にとても横須賀が好きで、一時期は

週 2 回通っていました。横須賀には軍港があ

り、行くたびに港で一息します。ベンチに座っ

ていると海に浮かんだゴミを目にします。せっ

かくこんなに綺麗な港があるのにゴミがある

のはもったいないと思い、それがボランティ

アに応募したきっかけです。横須賀クリーン

タウンというボランティア団体があり横須賀

の町を綺麗にするためのゴミ拾いなどで定期

的に集まります。私も一員として何度か参加

しました。そしてもう一つ始めた事が歌でし

た。私が歌を始めるきっかけは友達の一言で

した。友だちとカラオケに行くたびに佳穎な

ら歌手になれるよ！佳穎の歌ならいくらでも

聞いていたいと言われ、本当にやってみよう

と決心しました。最初はもちろん緊張しまし

たが、出演する機会が増えていくうちに、慣

れてきて、今はとても楽しくみんなの前で歌

えることができます。歌っている時は必ずチャ

イナドレスを着て歌っています。観客の目を

引きたいのは理由の一つですが、日本のみん

なにもっと中国の伝統服装を見せたいという

気持ちでチャイナドレスを着て歌っています。

　次に米山奨学生になった後、どのような変

化があったのかを話したいと思います。私は

この横浜旭ロータリークラブに奨学生として

入ったことを本当によかったと思っています。

皆様はとても親切に私と接してくれますし、

まだ半年も経っていないのに、たくさんのイ

ベントに連れていってくれます。

　私のカウンセラーの後藤さんは友達のバー

ベキューパーティーに私と私の友人を招待し

てくれました。又、私が毎回例会に参加する

ため、遠く下北沢から来ているのを知り、た

くさんの方から気を使って頂いて、例会後に

カフェなどに行って話をしたり、私の近況を

きいてくれます。横浜のジャズフェスを皆様

と一緒に見たり、関口さんは私を相撲観戦に

招待してくれました。さらに私の専門が考古

学だと聞き、滝澤会長が発掘している弥生後

期の住居跡の現場に連れていってくださいま

した。会長がお仕事をしている事務所にも連

れていって下さりたくさんの文物を見る事が

でき、とても貴重な機会でした。奨学生になっ

て新しいことを体験できたことに感激してい

ます。これからも積極的に行事に参加し皆様

とのいい思い出をもっと作りたいと思います。

　最後は将来の進路について簡単に話したい

と思います。具体的な事はまだ決まっていま

せんが、語学力を活かしたいです。言語をた

くさん使う航空会社にグランドスタッフか Ca

として働くか、ホテルの勤務、もしくは通訳

として働くかを考えています。さらにもう一

つは高校からずっと考えていることで、ボラ

ンティアとして発展途上国へ行き、そこの子

どもたちに何かを教えたいと思っています。

それは子どものためにもなるし、私自身のい

い経験積みにもなるのではと思っています。

■次週の卓話　

　　 10/18 ㈬佐々木正雄様

　　　　　　( 横浜商科大学野球部監督 )　　

　　　　　　　　　   週報担当　岡田　清七


