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●本日の司会       （岡野 景子副 SAA） 

 

●開会点鐘         （柴田 康好会長） 

 

●ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

 

●本日のお客様 
 

米山奨学生 金太月さん 
 

●会務報告         （柴田 康好会長） 
 

社会奉仕委員会の炉辺を 3 回程欠席してしまい、石岡

委員長、荒川幹事には大変申し訳なく思っております。

体調を崩してしまい、昨日も MRI を撮ったのですが、ま

だ血管が詰まっているそうです。薬を飲んで治すか、手

術をするかは、3 ヶ月くらい様子を見て欲しいとお願いを

しました。まさかロータリーの会長をやるなど夢にも思

いませんでした。星野初代会長にやってみてくれと言わ

れ、やることになりました。皆さんにご迷惑をお掛けす

ることもあると思いますが、よろしくお願いします。 

 

●幹事報告         （荒川 義昭幹事） 

 

7 月 20 日（金）クラブ米山委員長セミナーへ伊藤会員、

前澤地区米山増進委員長、富田地区米山増進委員にご出

席いただきました。7 月 24 日（火）くじら祭についての

社会奉仕委員会炉辺会談が開かれました。7 月 25 日（水）

ロータリー財団研究会Ⅱへ小島地区ロータリー財団補助

金委員にご出席いただきました。 
 

●新会員入会式 
 

 
 

★志賀 義任新会員 

昭和 34 年 10 月 11 日生まれで現在 52 歳です。家族は妻

と長男、次男、長女で、次男は私の仕事を引き継いでや

っており子供もおります。長女は大学生で就職活動中で

す。この度、大変素晴らしい昭島中央ロータリークラブ

にお誘いいただき、入会させていただき本当にありがと

うございます。皆さんのお役に立てるよう、頑張ります

のでよろしくお願い致します。 

★石川 一郎新会員 

先日は講演をさせていただきありがとうございました。 

生まれは昭和 29 年 11 月 24 日で 57 歳です。出身は千葉

で、家族は松戸市に住んでおりまして、こちらには単身

で寮に住んでおります。最終学歴は中央大学を 53 年の卒

業です。家族構成は妻と長男、長女、次男です。千葉東

ロータリークラブに 2 年間入っておりましたので、若干

慣れてはいますが、皆さんと交流を深めていきたいと思

いますので、よろしくお願い致します。 
 

●地区委員委嘱状贈呈 
 

 
 

地区米山記念奨学委員会委員 

地区米山増進委員会委員長  前澤 外喜男会員 
 

地区ロータリー財団補助金委員 小島 弘明会員 
 

●卓話 「私の日本留学生活」 

米山奨学生 金太月さん 
 

 

今日は、この貴重な時間を頂いて

心から感謝を申し上げます。また、

この卓話を通じて、自分のこれまで

の成長した経歴をロータリアンの

皆様と楽しく共有できることを願

います。中国には 56 の少数民族が

あります。私もその少数民族の一つ

である朝鮮族です。朝鮮族の言語や文化習慣は韓国と殆

どが同じです。私は 4 人家族です。お父さん、お母さん、

弟と私です。両親は自営業をしています。弟は、大連の

大学を通っている大学２年生です。 

私は、小学校からずっと中国語と朝鮮語（韓国語）を

同時に学んで来ました。子どもの時は二つの言語を同時

に学ぶのにとても苦労しましたが、今は当時の苦労が無

駄になってないことが分かりました。また、中学校で日

本語に出会いました。当時は、外国語を英語と日本語か

ら選ぶけど、私は日本語を選びました。その時から、私

と日本語の縁が始まりました。日本語の授業はとても楽

しかったです。日本語が好きで、大学でも日本語、中国

語、韓国語を全部使える中国語教育専攻で学びました。

中国語専攻は簡単に言えば、外国人（特に、韓国人と日
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本人）に中国語を教えることでした。しかし、やはり中

国では日本語を学ぶ環境が限られていました。私は、せ

っかく日本語を勉強したので、もっと日本語が喋りたか

ったです。実際に、日本で生活しながら日本の文化や言

語を学びたかったです。それで、大学を卒業して日本に

留学することを決めました。 

日本での留学生活は楽しいことばかりではありません

でした。日本語にいくら自信があっても、相手には伝え

られなくて最初は苦労しました。日本語が聞き取れなく

て、駅のホームで泣いたこともあります。これが、私が

日本に来て最初に乗り越えしなければならない山でした。

一方で、楽しいこともたくさんありました。日本語教科

書で学んだ日本とまた違う世界に、私は驚きました。人々

の優しさ、交通の便利さ、奇麗な町など数え切れないほ

ど多かったです。大学での学園祭では、中国の小龍包の

販売を通じて地域住民から好評を受けました。日本の食

文化も学べるし、中国の食文化も伝えることができて一

石二鳥だったと思いました。挑戦でいっぱいだった一年

半を過ごして、去年の 4 月から大学院に進学しました。

大学院試験の際にも、忘れられない思い出がありました。

最初、日本に来て東京学芸大学で研究生として在籍して

いました。大学院試験も研究生の時の指導教員の所を受

けるつもりだったが、計画通りうまく行けなかったです。

その時は、ビザも３ヶ月しか残っていなかったので、と

ても厳しい状況でした。当時、帰国するように両親から

言われましたが、日本が好きになって離れたくなかった

です。最後のチャレンジとして、他の大学の入試情報を

収集し、受験勉強に取り組みました。その時は、毎日図

書館で過ごしました。幸い、私の努力が実り、３つの大

学の大学院試験に受かりました。その中で、より研究環

境が整っている一橋大学の社会学研究科を選びました。 

現在、一橋大学で私は日本の中華学校について研究を

しています。中華学校は在日中国人の子どもを対象にし

た民族学校です。現在、日本には中華学校が５校ありま

す。日本社会で 100 年以上の歴史を持つ中華学校はたく

さんの優秀な人材を育てました。また、中国の経済能力

の上昇とともに、中国語を学ぶための日本人学生も増え

ています。この、近年人気を集める中華学校の教育の変

化を見ることは、多文化多民族化する日本社会において

もとても意義のある研究だと思います。去年から、中華

学校に定期的にフイールドに通いながら研究を進めてい

ます。今、だれかに「今年に入って、一番嬉しかったこ

とはなんですか」と聞かれると、私は「一番嬉しかった

ことは、米山奨学生になったことです。」と答えたいと思

います。日本に来て２ヶ月後からアルバイトを始めまし

た。でも、大学院に入ってからは、ゼミや授業で精一杯

だったので、バイトの時間を減らさなければならなくな

りました。このような生活が、米山奨学生になって、自

分の時間が増えました。安心して研究することが実現で

きました。次に、両親に経済的負担をかけなくなりまし

た。ここで頂いたお金で、自分の生活費も学費も払うこ

とができました。そして、社会勉強ができました。毎週

の例会に参加して、ロータリアンとの交流を通じて社会

勉強ができました。いつも、ロータリアンの暖かい心に

感動しています。まだまだ、たくさん足りない自分です

が、今後社会人になってからももっと多くの人々が幸せ

になるように頑張りたいと思います。ロータリークラブ

は空だと表現したいです。ロータリアンは夜の空で輝い

ている星だと思います。一つの星の光は弱いですが、た

くさんの星が集まることでこの世界がもっともっと明る

くなると信じています。今後、社会人になっても、ここ

で学んだことを心に銘記して、日本と中国の友好のため

の架け橋になりたいです。ある日には、私も夜の空の一

つの星になってロータリアンの皆様と一緒に人々に暖か

いに光を当てたいです。 
 

★謝辞（平畑 秀東会長エレクト） 

今、尖閣の問題など色々ありますが、日本の国をよく

理解して正しいことをしているということを中国へ帰っ

たら伝えて欲しいと思います。そのようなことが、我々

が米山奨学生を受け入れる理由でもあります。お互いに

仲良くするには、正しいことを理解することが大事です。

今日はありがとうございました。 
 

●ニコニコ BOX発表   （内藤 征一親睦委員） 
 

◎柴田会長 志賀さん石川さんロータリー入会され

ておめでとうございます 

◎平畑会員 東京西徳州会病院、事務局長、石川一郎

様、志賀工務店、志賀様の入会を祝して 

◎星野会員 志賀様石川様の入会を祝し 

○荒川幹事 志賀義任様石川一郎様お二人の入会を

祝して。また、金さん本日の卓話ありが

とうございます。 

○小島会員 金さん、本日の卓話よろしくお願いしま

す。石川さん、志賀さん、入会おめでと

うございます。 

○佐藤会員 志賀会員、石川会員入会おめでとうござ

います。 

○前澤会員 志賀さん石川さんの入会を記念して、今

後の活躍を期待しております。 

・石岡会員 石川様、志賀様、ご入会おめでとうござ

います。金さん卓話宜しくお願いします。 

・石川会員 本日より昭島中央ロータリークラブに

入会しました。よろしくお願いいたしま

す。 

・伊藤会員 石川さん、志賀さん入会おめでとうござ

います。 

・鈴木会員 志賀さん、石川さん入会おめでとうござ

います。 

・田畑会員 石川さん、志賀さん御入会おめでとうご

ざいます。これからよろしくお願いしま

す。 

・内藤会員 志賀さん、石川さん入会おめでとうござ

います。今後、宜しくお願い致します。 

・蜂巣会員 石川様、志賀様、入会おめでとうござい

ます。金さん卓話ありがとうございます。 

・山中秀一会員 志賀さん石川さん入会おめでとうござ

います。 

・若杉会員 志賀さん石川さん入会おめでとうござ

います。 

 

●出席報告       （鈴木 栄出席委員長） 
 

会員数  46 名 出席義務会員  44 名 
 

本日の出席 29 名（メイクによる出席者数を除く） 

 

●次週例会予定 （工藤 開光プログラム委員長） 

 

8 月 1 日（水） 

「第 40 回昭島市民くじら祭」について 

石岡 孝光社会奉仕・環境保全委員長 
 

●閉会点鐘         （柴田 康好会長） 


