
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域社会の経済発展月間/米山月間 

例

会

予

定 

10 月 15 日（金） 10 月 22 日（金） 10 月 29 日（金） 11 月 5 日（金） 

例会 12：30～13：30  例会 12：30～13：30 第５回理事会 11：15～ 

・祝福 休会 クラブフォーラム 例会 12：30～13：30 

・卓話 長谷川智幸君  社会奉仕委員会 会員卓話 

・入会式 廣田 誠君    

 

 

本日のプログラム 

 

司会 会場委員会 

・点鐘 

・ROTARY SONG   「日も風も星も」 

・今月の歌     「ちいさい秋みつけた」 

・ビジター紹介     会長    成瀬 浩康君 

 小牧ＲＣ       会長    水野 満義君 

            幹事    伊東 聖史君 

大和ハウス工業㈱ＳＣ事業部 ＳＣ事業推進室 

            室長    村田  順様 

(株)モア・フーズ 代表取締役    長谷川久幸様 

・食事・歓談 

・委員会報告 

・会長挨拶       会長       成瀬 浩康君 

・卓話    大和ハウス工業㈱   村田  順様 

・幹事報告       幹事    大原 泰昭君 

・点鐘         会長    成瀬 浩康君 

今月の歌 
「ちいさい秋見つけた」 

 

誰かさんが 誰かさんが 誰かさんが みつけた 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

めかくし鬼さん 手のなる方へ 

すましたお耳に かすかにしみた 

よんでる口笛 もずの声 

ちいさい秋 ちいさい秋 ちいさい秋 みつけた 

 

先週の記録 

会長挨拶            成瀬 浩康君 

ようやく緊急事態宣言も明け、久しぶりに皆さんと

お会いできることが出来ました。6週ぶりにこの会場

での通常例会となります。年末にはクリスマス家族 

 

２０２１年１０月８日（金）２４９０回（１０月第２例会） 

会も予定されていますし、何とかこのままの状態で

落ち着いてくれないかなぁと思い、毎朝朝刊に載っ

ている感染者数の数字とにらめっこをしています。 

さて、10 月はロータリーでは米山月間となってい

ます。ですから今日の卓話は米山奨学生の顧彬楠さ

んにお願いしてあるんだと思います。この米山記念

奨学事業というのは1952年東京ロータリークラブが

「日本ロータリーの父」米山梅吉氏の遺徳を記念す

る事業として、海外からの留学生を支援する国際 

支援事業として始めましたのが最初で、1967 年に

は文部省（現・文部科学省）を主務官庁とするロー

タリー米山記念奨学会が設立され今に至っています。

50 有余年の歴史を持ち、世界に類を見ない日本独自

の他地区合同奉仕活動となっています。 

これまでに支援した奨学生は 2019 年 7 月現在で

21000 人以上、出身国は 129 の国と地域に及びます。

米山学友には韓国駐日大使やスリランカ警察庁長官、

韓国・台湾のガバナーに就任した人など、世界中で

活躍しています。 

その米山梅吉氏の記念館が静岡県駿東郡長泉町（東

海道本線三島駅近く）というところにあります。米

山梅吉氏の終焉の場所である米山別邸が売りに出さ

れていたため、それを伝え聞いた地元のロータリア

ンが米山別邸の保存運動をはじめ、やがて米山記念

館建設の流れとなったそうです。 

その米山記念館では米山米吉氏の生い立ちから銀

行家としての活躍など、公私ともに携わった活動を

知ることが出来るそうです。また、当然日本のロー

タリークラブの歴史も学ぶこともできるそうです。 

そこにはホールもあり移動例会も受け付けている

ようなので、もしコロナの感染状況が落ち着いてい

たのなら来年の 4 月か 5 月ごろ、一度皆さんと一緒 

 



 

 

に三島まで出かけ、そのついでに美味しい魚でも食

べに行くような持ち出し例会を企画してほしいと以

前から親睦委員長さんにはお願いしてあります。そ

のためにも早くコロナの感染を抑え込む必要があり

ます。緊急事態宣言が解除されても浮かれずに徐々

に経済活動を再開していきましょう。そして米山月

間です。米山記念奨学会への寄付をお願いいたしま

して私の挨拶とさせていただきます。 

 

幹事報告            大原 泰昭君 

理事会報告 

審議事項  

第１号議案：月次収支表・貸借対照表承認の件                                         

第２号議案：ありがとう弁当 2021配膳の件   

第３号議案：クリスマス家族会開催の件  

第４号議案：例会変更の件（１１月１２日）   

報告事項 

①第１回指名委員会を１０月２２日（金）に開催 

②ガバナーノミニー決定 

③2023-2024年度のための地区研修・協議会ホストク

ラブ決定  

④地区クラブ活性化セミナー案内 

⑤地区チャリティーマラソン開催 

⑥愛知医療療育総合センター ふれあいフェスティ

バル     

⑦『第１５回ちびっこ冒険レンジャー大集合』中止 

⑧第４０回新春春日井マラソン大会中止 

⑨春日丘学校訪問について（春日丘インターアクト

クラブ）   

次回例会：10月 8日（金）12：30～ 

小牧 RCの会長・幹事が来訪されます。 

 

出席報告         委員長 廣瀬 清司君 

会員 52名 出席 40名 出席率 77.0% 

先々週の修正出席 出席 52名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告     委員長 野間 峰彦君 
○久しぶりの例会です。皆さんとお会
いできる喜びで！！ 

成瀬 浩康君 

○皆さんにお会いできるよろこびで 大原 泰昭君 
○緊急事態宣言が解除された喜びで 川瀬 治通君 
○コロナ治療法の早期確立を願って 古屋 義夫君 
○久し振りの例会です。 近藤 太門君 
○コ・ヒンナンさんの卓話楽しみにし
ています。 

和田 了司君 

○コ・ヒンナンさんの卓話楽しみにし
ています！ 

藤川 誠二君 

○卓話を聞く楽しみで 宅間 秀順君 
○卓話！ 松尾 隆徳君 
○卓話 大西 信之君 
○ミニ卓話の機会をいただき感謝で
す 

青山 博徳君 

○お久しぶりです！！ 岡本 博貴君 
○久しぶりのリアル例会うれしいで
す。 

下別府正樹君 

○いつになったら丸テーブルにすわ 山田  治君 

れるのでしょうね！ 
○休みが続いてすみませんでした。 場々大刀雄君 
○東京オリンピックのチケット代金
がやっと返金となりました。 

杤本 正樹君 

○皆さまありがとうございます。 
岩村 幸正君 梅村  守君 小柳出和文君 
風岡 明憲君 加藤 昭博君 加藤  茂君 
北  健司君 芝田 貴之君 清水  勲君 
社本 太郎君 峠 テル子君 中澤  一君 
野浪 正毅君 長谷川智幸君 早川 八郎君 
速水 敬志君 菱川 一馬君 廣瀬 清司君 
三上  努君 野間 峰彦君  

○ご協力ありがとうございます。 

ニコボックス委員会 

 

卓話     米山奨学生    顧  彬楠様 

皆さん、こんにちは！今日、このような場で、お話

をする機会を与えていただきまして、本当にありが

とうございます。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。2020年 4 月から、米山奨学生として春日井ロー

タリークラブの皆さんからお世話になっております。

皆さんのおかげで、この一年半の間人生では初めて

の体験を色々させていただきまして、たくさんの思

い出をお作りしました。 

今日はこれらの初めての体験をテーマとして、ロー

タリーとの出会いで得た経験と感想についてお話し

させていただきたいと思います。 

 

1.初めての例会 

2020 年 6 月 5 日に初めてロータリークラブの例会

に参加して、皆様とカウンセラーの小川様とようや

く会いました。例会の前に、カウンセラーの小川さ

んと会って、色々話してくれることで、緊張が解け

ました。その後の例会は、一切ストレスを感じず、

愉快な雰囲気の中で昼ご飯を食べながらスピーチを

聴いて過ごしました。そして、毎月例会に参加する

ことによって、クラブの様々な職業の方々の様々な

スピーチによって、いろんなことを勉強させたいた

だきました。例会では、学業や日本の生活に関する

不安や分からないところについて、ロータリアンの

方々が相談に乗ってくださり、家族のような感じが

します。心から感謝を申し上げたいと思います。ま

た、カウンセラー制度を通じて、自分は生涯の先生

を得ました。カウンセラーの小川さんは、いつも面

倒を見てくれて、生活面でも、学業においても、た

くさんアドバイスをしてくれて、本当にありがとう

ございます。 

 

2.米山学友会 

2020年 9月 24日に初めて米山学友会に参加させて

いただきました。ロータリアンと学友、そして奨学

生たちが集まって楽しい３時間を過ごしました。そ

して、自己紹介を含めた短いスピーチでは、準備不

足のことで緊張が収まらなく、自分の考えをきちん

と伝えられないこともありました。しかし、皆さん

のそれぞれのスピーチを聞くことで、同期の私たち



 

 

の間でお互いに理解できており、その距離も一歩縮

まったと感じました。奨学生の皆さんは共通の目標

を持っており、つまり母国と日本との架け橋になり

たいということです。ロータリアン達は平和のため

に私たちを育てているため、私たちも平和のために、

生きていくべきであると改めて認識しました。 

 

3.初めての卓話 

2020 年 12 月 11 日に、私の人生初めての卓話を迎

えてました。卓話をする前に皆に自分の話の内容（特

に研究に関する話）をうまく伝えられないことを心

配していましたが、実際発表した時、皆の笑顔に励

まされて、順調に卓話を終えました。一番感動した

のは、私の研究が面白く思う方々がいらっしゃるこ

とです。自分の研究の価値が認められたと思いまし

た。このように人の前で自分の研究や経験を話す貴

重な機会をいただき、本当にありがたいと思います。

また、卓話の体験を通してより不足から学んでいく

ことを心がけるように、今後の論文発表にも活かそ

うと思いました。 

 

4.新年祝賀例会 

2021 年 1 月の「新年祝賀例会」に参加させていた

だきました。その時初めて日本のお琴の演奏を聴き

ました。その悠久の「音色」に耳を澄ませることで、

心と身体を流れる遠い記憶が蘇ります。現在、様々

なものに囲まれ、慌しい日々を送る私たちの心を癒

しました。日本のお琴は、日本の楽器独自の形状と

その演奏の仕方は、日本の伝統音楽のこだわりを映

し出すものです。 

中国と日本は二千年以上前から音楽文化の交流が

ありました。とりわけ中国の隋唐期には、中日両国

間の友好交流は非常に盛んとなりました。言葉には

壁があるかもしれませんが、音楽にはその交流を妨

げる壁がないのです。あの日、言葉と国境を越えて

私たちは音楽で繋がっていると深く感じました。 

 

5.ZOOM 例会 

3月から、ZOOM例会に 3回参加させていただきまし

た。パソコンの画面越しではありますがお互いの顔

を見ながらの例会でした。普通の例会での内容とほ

とんど変わらずに素晴らしい卓話を聞けるのはあり

がたいです。そして、私にとって、外出しにくい時

期に皆さんとオンライン例会で顔を合わせて、皆さ

んから貴重なお話を聴くことができることは何より

です。本当は皆さんと会って、生で見て感じて経験

したかったのですが、コロナ禍でなかなかリアルに

会えないです。しかし、形式が変わっても皆さんが

持っている国際交流の精神と社会奉仕の心も変わら

ないことに感動しました。対面例会のような、以前

から見て簡単なことは、今難しくなります。奨学生

としての生活はあと半年残っていますので、毎回の

リアル例会を大切にしていきたいと思います。 

 

6.懇親会 

2021年 4月 23日二人の友達を連れて一緒に懇親会

に参加いたしました。自分の故郷「襄陽市」につい

てお話しさせていただきました。襄陽市は湖北省の

北西に位置しています。市内を長江の支流である漢

江が流れ、そこを隔て古代襄陽と樊城の両地にわか

れています。そして、あの日、襄陽市は犬山市とは

姉妹・友好都市であることをはじめて知りました。

犬山市とは中国の珍猿「金絲猴（きんしこう）」を縁

に友好都市として提携しました。両都市は地域間の

交流と協力を強めることは非常に重要だと思います

ので、今後は襄陽市と犬山市は友好都市関係を絆に

して、互いに学びあって、各自の長短を補い合い、

共同発展を実現するよう心から願っております。 

そして、あの日目の前でマグロを解体することを見

るのは初めての体験でした。捌きたてのマグロはほ

んのり甘くて、口どけ滑らかな食感しました。今ま

で食べたマグロの中で一番美味しかったものです！ 

 

7.米山奨学生学友合同研修会 

2021年 7月 22日(木)に開催された米山奨学生学友

合同研修会に参加しました。今年はホシザキ株式会

社へ見学に行って、日本企業の文化について色々学

ばさせていただきました。今回の見学を通して、学

友、奨学生達と仲良くして、たくさんの人と交流が

できました。私にとってとても有意義な研修会でし

た。研修会でホシザキ株式会社取締役会長の坂本精

志さんから、「創業のことから、米山奨学金を支援す

る理由まで」という貴重な話を伺いました。素晴ら

しい講演をしてくださり、とても感動いたしました。

「何事もナンバーワンを目指す」というチャレンジ

精神を有する坂本さんは、ホシザキを業界でナンバ

ーワンにするために、色々工夫していると感じられ

ました。素晴らしい会社を経営することではなく、

坂本さんもロータリアンとして米山記念奨学金を熱

心に支援してきました。私は坂本さんの講演を聞い

て、社会奉仕についての理解が深くなり、将来自分

もロータリアンになる気持ちが強くなりました。こ

のように、学校以外の分野で活躍されている方々か

ら、素晴らしいお話を伺うことができると同時に、

人生に対する理解や考え方も豊かになってきたと深

く感じています。 

これらの経験や交流から、交流の楽しさと大切さを

感じました。ロータリークラブが提唱している積極

的な交流の大切さを学ぶと同時に、交流は相互理解

のもとに成り立っているのだと強く感じました。ロ

ータリー米山記念奨学会は私に奉仕と平和への責任

感を持たせてくれた大事な存在です。これから、私

はロータリー米山奨学生として、人と人の間を繋げ

る、そして交流の場を設けられる人間になるため、

頑張っていきたいと思います 

 

 

 



 

 

今週の MENU 

 
【和食お弁当形式】 

 

◆前 菜◆湯葉豆腐 厚焼き玉子穴子巻き 

揚げ銀杏 

     鮪松風 木の子とんぶり和え 

海老真砂揚げ 焼栗 

◆焼き物◆サーモン利休焼き 

◆揚げ物◆銀杏 真丈東寺揚げ 

◆食 事◆栗ごはん 香の物 赤出し 

◆蒸し物◆茶碗蒸しべっ甲あんかけ 

◆ﾃﾞｻﾞｰﾄ◆甘芋ようかん 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 会長 成瀬 浩康君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 出席委員会 廣瀬 清司君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 ニコボックス委員会 菱川 一馬君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 米山奨学生 顧 彬楠様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 幹事 大原 泰昭君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


