
今月は「米山月間」です。

現在は大学推薦により、困窮した留学生の生活

支援により、優秀な留学生を支援、育成しています。

昨年度は、中国の斉忠良君を、大和中クラブで

受け持ちましたので、毎月１ 回例会に出席され、ま

た多くの事業に参加して頂き、身近に感じられまし

た。斉君が言っていました。お金をいただき大変助

かりましたが、それ以上に同じように留学している仲

間には体験できない、多くの日本の文化や人と接

することが出来、本当に楽しく、有意義な一年だっ

たと。両親からは、もしチャンスがあれば必ずお礼を

申し上げ、役に立たなければと言われたそうです。

私たちは、ロータリーと出会い、ロータリーは私た

ちの手を握り、そして守っています。いつか私たちも

必ず同じやり方で次の世代に伝えています。この

永遠の繰り返しにより、人と人生の永い永い繰り返

しで、その奉仕の精神は、永遠に続いていきますと、

言っていました。

この米山記念奨学事業は日本のロータリーの運

動にとって大切な事業です。会員の数も減り、寄付

金も減っていて、採用人数も800人から700人に減

らしているそうです。ぜひ会員の皆様には多くの仲

間をお誘いいただき、米山梅吉氏の意志を理解し、

米山へのご協力をお願いします。

①10/10例会終了後、理事・役員会を開催いたしま

す。

②10/31、18時半より北京飯店にての夜間移動例

会です。内容は「第４回クラブ協議会 地区大会

を終えて」です。皆様お間違えのないようにお願

いします。

ノルディック同好会 強化担当 舘盛 道明

10月19日にノルディックウォーク講習会を行ない

ます。場所は「ふれあいの森」、時間は午前10時～

正午までです。参加費300円（ポールレンタル料500

円）です。皆様の御参加をお待ちしております。
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【 本日のプログラム 】 10月10日 卓話 大和市東側第四地区市街地再開発組合理事長 蒲生 文衛 様
【 次回予告 】 10月17日 卓話 「地域家族しんちゃんハウス」 NPO法人 理事長 館合 みち子 様

【 第1685例会 】 平成25年10月3日（木） 【 司会SAA 】 古郡 清 君
【 斉唱 】 「君が代」 「奉仕の理想」 【 ソングリーダー 】 池澤 利男 君 【 ビジター 】 見上 周太 様（綾瀬RC）
【 ゲスト 】 蘇日 古格 様（米山奨学生）・中山 秀雄 様（地区米山奨学、米山学友副委員長）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 5名(敬称略)

42名 35名 87.50% 76.92% 6名 原嶋、北島、中島、中西、梅野

会長の時間 岸 幸博 会長

幹事報告 橋本 日吉 幹事代理
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お祝いの方々

親睦活動委員会 橋本 吉宣 副委員長

会員誕生日 小栁 智裕 君 10月4日

結婚記念日 岸 幸博 君 10月7日

「卓話者ご紹介」

地区米山奨学・米山学友

副委員長

中山 秀雄 様

「米山月間にあたり」

米山奨学生 蘇日 古格 様

大和中ロータリークラブの皆

様、こんにちは！

初めまして、私は国際ロータリー

第2780地区米山奨学生のスリ

クゲと申します。本日はお忙し

いところ、この卓話のチャンス

をいただきありがとうございます。

私は中国の内モンゴルからきました。

モンゴルというお国は皆様ご存知かと思います

が、内モンゴルについ

ては耳にされた方いらっ

しゃいますでしょうか？

内モンゴルはモンゴル

に隣接しておりますが、中国では内モンゴルという

自治区でございます。そして、私は中国56の民族

の中のモンゴル族です。中国では約９８％が漢民族

ですので、モンゴル族は少数民族に該当します。

まず、皆様に一番最初に見

ていただきたいのがこの写真

です。

東海大学、芸術学研究科、

音響芸術専攻しております。

私が日本に来たのは2010年です。実は私の叔

母さん（父の妹）が日本に定住していましたが、中

国に戻るたび、日本のことについてよく聞かされま

した。

そのせいか、私はずっと日本に興味を持ち続け

て、いつか行ってみたいと考えていました。

中国で大学を卒業した後、両親とその後の進路

を相談した時に、一番目に脳裏に浮かんだのが日

本への留学です。
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オリエンテーションの翌月、米山学友会の先輩方

が歓迎会を開いてくださいました。

これが私が参加する最初の米山公式行事です

が、ボランティア活動は以前に行った募金以外で

は初めての体験です。

ロータリアンの方と実際にコミュニケーションをと

ることも初めてで、ゴミ拾いをしながら学校のこと

やロータリーのことなどいろんな話をしました。

数人のロータリアンの方との話を通して、米山と

ロータリーに対する関心がさらに深まったと思いま

す。

ボランティア活動を通して交流を深められる貴重

な体験をしました。

つい先日、私は米山委員会主催の一泊研修旅

行に参加しました。

この写真は米山記念館を訪問した際の集合写

真です。

奨学生となる前、米山梅吉さんについて自分で

も紹介文書を拝見させていただきましたが、記念館

訪問では、紹介に加えて、お墓参りにも全員でいき

ました。

私たち奨学生がいただいている奨学金が、実際

にロータリアン皆様からの一人ひとりによる寄付金

であるということを聞き、とても感謝しております。

私は来年3月で卒業します。現在論文を書いて

いる最中ですが、しっかりしたものを書きたいと考

えています。

米山奨学生の期間は大変短く感じると、これま

でに会った先輩方から聞きましたが、本当にそう思

います。4月に奨学生となりましたが、もう今は10

月、残っている行事も2つしかありません。

地区大会のお茶サービス、そして12月の国際交

流会。残り少ない期間、大事にかみしめて過ごした

いです。

私は元々卒業後、中国に帰国しようと考えてい

ました。中国に帰ったら、学校の先生なろうと思っ

ていました。しかし、これまで経験した留学生活の

影響か、今では日本にもっといたいと思うようにな

りました。

進学するか就職するか、今はまだ悩んでおります

が、いずれにしても米山を通して知り合った人々と
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の縁は大事にしたいです。

もし日本に残る場合は米山学友になれると聞き

ましたが、環境が許す限り、米山学友会・そしてロー

タリーとはもっと深く関わっていくと思います。中国

に帰ったとしても、中国にも米山学友会がでたと聞

きましたので、そこに入ります。

～音楽～

本日は大和中ロータリークラブの皆様と初めて

お会いしましたが、是非これからも宜しくお願い致

します。

私は来年の４月に卒業する見込みです。今まで

の自分を振り返ってみながら、前向きにし、優秀な

論文を目指して頑張っています。

卒業した後、恐らく日本に残るつもりですが、

就職をしたいという気持ちが強いです。卒業す

ると学友になって、米山ロータリーの事業に貢献し

たいです。

ここにいらっしゃる皆さんは、暖かくて、広い心で

誰かを支えてきました。自分はそれを自分の体で体

験してきた奨学生です。

将来の自分は皆さんと同じく、だれかを支える

ことができる人間になりたいです。このような夢を

くださった皆さんに感謝の気持ちを込めて、言い

たいです。ありがとうございます。

誰かはお金をいただいて、『ありがとうございま

す』という言葉を口に出すかもしらないんですが、

自分にとってはそのようなことはこころからあたり

前なことであると思います。

みなさんからお金より、もっと大事なものをいた

だきました。それはまえに言ったように誰かを支え

たい気持ちです。

そうです。自分はそんな人間になりたいです。

最後に、お世話になった皆さん、本当にありがと

うございました。

モンゴル伝統楽

器「馬頭琴」で日

本の好きな歌「ふ

るさと」を演奏して

いる蘇日古格さん
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中山 秀雄 様（海老名RC）

本日は、米山奨学生、蘇日古格（スリグゲ）さ

んの随行員として参りました。留学生の「生の声」

を聞いていただく「卓話」のために、例会の貴重

なお時間を下さいましたこと感謝申し上げます。

本日は宜しくお願い致します。

見上 周太 様（綾瀬RC）

本日はお世話になります。

岸 幸博 会長、橋本 日吉 幹事代理

本日は、米山奨学生、蘇日古格様、そして地区

米山奨学副委員長、中山様、ようこそ。どうぞ宜

しくお願いします。

後藤 定毅 君

中山米山委員、本日はありがとうございます。

また蘇日古格さん、卓話をありがとうございます。

どうぞ日本を味わい、留学の目的を完遂して下

さい。期待しています。

藤塚 勝明 君

蘇日古格さん、ご多忙な中を卓話にお越しく

ださいまして、本当にありがとうございます。どん

なお話を聞けるのか、楽しみにしています。

古郡 清 君

中山地区米山奨学・米山学友副委員長、米山

奨学生、蘇日古格様、本日は宜しくお願い致しま

す。

小栁 智裕 君

誕生日のお祝いありがとうございます。

岸 幸博 君

結婚記念日を祝って頂き、ありがとうございま

す。

スマイルボックス 山崎 賢二 委員長 本日 \11,000 累計 \356,000


