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事務局 〒939-1635 富山県南砺市福光 7336-4 福光会館 3Ｆ 

ふくみつ光房内 TEL 0763-53-1333ＦＡＸ0763-53-1334、

inashorc@athena.ocn.ne.jp 

2012-2013 年度 会長 河合耕一 、幹事 上田昭二 

2012-2013 年度 RI テーマ 

 

「奉仕を通じて 平和を」 

(田中作次会長) 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

                例 会 記 録  

第１６４０回例会 

平成２4 年１０月３日(水) 井波文化センター  

１．点 鐘 会長 

２．君が代斉唱 

３．ソング：奉仕の理想 

 

  

 

４．月結婚記念日：横山幹会員(20 日)山本会員(25 日)岩崎

会員(27 日) 

 

  

 

５．月誕生日：斎藤会員(4 日)横山幹会員(8 日)助田会員

(12 日) 

６．バースディソング 

 

７．米山奨学金授与：高源さん「後程、卓話で。たくさん

の会員の出席、嬉しいです」  

 

８．会長の時間：早いもので、あっという間に 7・8・9

月が過ぎ、年度の 1/3 が終わりました。月初めという

ことも忘れていました。結婚祝い、誕生祝いの皆様に
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御祝もうしあげます。12－3 年前、自分の会社の HP

を nifty というサイトを使って作成しました。写真を

1p4 枚掲載でき、6p まで、無料で作製できました。

当時、nifty で、HP のコンテストがあり、応募した

ら、第 3 位となり、デジカメ(当時：5 万円程してい

た)と、高級レストラン招待券 5 万円を頂きました。

審査した感想の中に、日本庭園を HP にする発想が気

に入ったとありました。その第 1 位(最優秀賞)は家庭

の生活の様子を HP にしたもので、写真とそのコメン

トが素晴らしかったです。我が社の HP は、それ以来、

写真に上手なコメントを加えるよう努力しています。 

 

９．幹事・理事会報告(上田幹事)：①理事会報告その 1：

会報委員会のために先日テープレコーダーを購入し

ましたが、デジカメも必要ということで、会で準備す

ることにしました。②理事会報告その２：ニコ BOX

の袋が少なくなってきました。印刷を検討しています。

③幹事として、最近例会前に来るようにしていますが、

斎藤会員、中島会員がもっと早く来て毎例会の設営を

しておられます。感謝します。④ガバナー月信から：

ガバナー所信、自分も含め，ロータリアンである前に

職業人たることをおろそかにしてはいけないとあり

ました。実に納得。⑤ガバナー月信その２：入会退会

が掲載されているが今月は入会者が多い。滑川 RC が

8 名から 7 名に減少(12.5％減)に。当クラブも出席率

は、数年前よりも確実にアップしている(40 番代から

30 番代へ)。いずれにせよ、会員増強を。 

１０． 委員会報告：①米山記念奨学委員会（斎藤委員

長）：カウンセラーとして報告を。高源さんは、10 月

1 日富山シティーRC で卓話をしました。尚、当日が

就職が内定している不二越の認証式と重なったため、

事務局の阿部さんがいろいろ手伝いをしてくれまし

た。感謝します。また、19 日は、富山南 RC へ卓話

に行く予定です。それから、10 月が米山月間という

ことで、「米山豆辞典」を配布させていただきました。

よくご覧ください。P．9 に寄付金のことがあります。

普通寄付金が、今年 6000 円に 2000 円アップされま

した。又、先ほどの上田幹事の説明に補足します。ニ

コ BOX の袋がなくなり、今度から、寄付の項目に、

米山へ寄付と R 財団に寄付と封筒に○印をつけられ

るようにします。各人の寄付が積み立てる形で、米山

の特別寄付金(功労者)や財団のポールハリスフェロ

ーへ回せるように出来ればと理事会で検討されまし

た。②雑誌広報委員会(助田委員長)：今月は「職業奉

仕月間」中学生の体験実習の記事が、横書 p．10 に

あり。下段の枠の中の体験した中学生安土さんの意見

あり。もう一つは、今月は「米山月間」でもあり。p．

15 の米山だよりを。縦書ｐ．2 から、第 2740 地区 IM

記念講演要旨が掲載。 p．6 で、｢健康で老いを迎え

る三つの条件｣がまとめとして記載あり。 p．10 の

「卓話の泉」温泉の話、においの話、ワインの話があ

り、興味深い。 p．22「ROTARY AT WORK」では、

公開例会の話、長年の植樹が桜の名所の話が掲載、ご

覧ください。③出席委員会：本日 20 名中 15 名出席

（75.00％）・・・【9 月の出席報告：3 日 15 名メーク

1 名 80％、12 日 14 名メーク 1 名 75％、19 日 13 名

メーク 2 名 75％、26 日 16 名メーク 1 名 85％：月平

均 78.75％】 

１１． ニコニコＢＯＸ(SAA：本日 6 名 10000 円) 

横山幹会員：結婚記念日、誕生日、二重の喜びの 10 月

です。心を新たにし、身を以って実行する

横山幹になります。よろしくお願い致しま

す。 

岩崎会員：結婚祝に感謝。22 年目です。 

山本会員：結婚祝に感謝。30 年以上経ったのはわかり

ますが…。いい歯の日準備中です。 

助田会員：誕生祝有難うございます。 

斎藤会員：誕生祝有難うございます。 

中島会員：早いものではや 10 月、今年もあと 3 カ月と

なりました。芸術、スポーツ、読書そして

食欲の秋ですね。(最後の秋が一番好きで

す。) 
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卓話「在日の感想」 

高源さん(米谷奨学生：富山県立大・大学院) 

高源さん：継続奨学生として 2 回目の卓話に感謝。斉藤

お父さん(カウンセラー)と相談して、卓話の題は「在日の

感想」。日本に来た理由を先に述べる。家庭の経済状況で

親も私も留学は考えてなかった。大学 4 年時、先輩からも

中国での就職は厳しいと。遼寧省の一番良い大学に進学を

決心したが、数学で失敗。挫折を味わう。その後、父の友

人の紹介で、今の高木先生と知り合う。先生の専門はソフ

トウエア開発。この内容は中国の大学での専門と同じ。高

木先生の今の研究内容は視覚障害者のためのソフト。これ

に強く興味を抱いた。後、初めての面接を経て留学が実現。

高木先生は既に 3 人の学生を持っていた。今は、幸運と感

謝で一杯。 

 昨年 12月頃から今年 5月頃まで就職活動を展開。結果、

不二越 KK に内定。皆さんのお蔭で嬉しい。不二越で働き、

将来は日本の永住権を取りたい。日本に来て 3 年が経過。

3 年は早い。多くの感想がある。一言で言えば日本大好き。

日本が世界に誇れるところは多い。 

 先ず、自然環境が美しい。ごみが無く、環境保全の意識

を学んだ。主人の両親が日本に来たこともあるが、日本人

の会社員の頑張る精神はすばらしい。中国の両親に日本人

のよさを話して、理解してくれて喜んでいる。店員の真面

目さ、サービス精神や丁寧さに驚いた。他人に迷惑をかけ

ない態度には感動。日本人のやさしさは数えられないほど

ある。 

来日の感想の一番は、少ない人数の米山奨学生になれた

こと。はじめは日本語のレベルが低く心配であったが幸運

にも合格。ロータリーの魅力は奨学金支援だけでなく、日

本文化の理解と交流と奨学生カウンセラー制度がしっか

りしていること。毎月の例会出席が楽しみ。皆さんとの顔

あわせも。いつも温かい挨拶と励ましの言葉が嬉しい。特

に当 RC は温かい。（高源さんは感情が高ぶり、一時中断、

テーブルの席へ。上田幹事が登壇） 

上田幹事（高源さん中断の間）：今度の家族旅行に多くの

方に参加して欲しい。高源さんから視覚障害の話があった。

高岡の身障協会の皆さんと旅行の機会がある。車椅子が

7~8 台、視覚障害者が 3 名、後は肢体不自由者など障害者

が 15 名、介助者が 15 名。この旅行の関心事は、旅費は 1

人 3 万円程度だが、助成金は全くでない、障害者が約 4

万円負担、介助者は 1 人 2 万円負担、ボランティアはお

金がかかることが分かる。盲導犬を連れた旅行は断られる

ことが多かったが、今では視覚障害者はバスでの旅行が可

能となり、視覚障害者は介助者からのトンネルや黄金色の

車外風景の説明を楽しみに傾聴。旅館のお風呂では介助者

が脱衣から浴槽の段アリの注意喚起。障害者は直ぐあがる

こともあり、介助者は風呂につかることより障害者の世話

に徹する姿を見てきた。こんなことは私にはできない。 

高源さん再登板：今ほどは失礼した。米山奨学生のお蔭で

安心して研究できる。ロータリーからは親睦と奉仕の精神

を学んだ。ロータリーの精神は自分の人生の財産となった。

最近の尖閣列島を巡る反日デモには驚き。事態は深刻。日

中は早く仲良くして欲しい。ロータリーにできることがな

いかと探している。できることは日本のことを少しでも中

国の人に分かってもらい、多くの方が奨学金をもらって日

本の会社にお返しをしたい。 

 


