第 2140 横浜港南ロータリークラブ週報
2018．10．10．[水] 第 2370 回例会報告
◎司 会
細井順子ＳＡＡ委員
◎ロータリーソング
『R-O-T-A-R-Y』
◎ソングリーダー
豊場建伍合唱委員長
◎ゲスト 米山学友(帝京大学講師) 宋宇さん
◎ビジター ・横浜金沢東ＲＣ 山 田 淳 二 様
・川埼大師ＲＣ
牛山裕子 様
◎出席報告

飯島直人出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率
数
35(7)名 27(7)名 84.3%
（ ）内は出席免除会員数

前回
修正率
87.0%

前月
平均率
84.4%

◎親睦委員会(今週のお祝)
海野俊彦親睦委員長
＊ 会員入会記念日祝
細 井 順 子 会 員(１２日)
小後摩重正会員（２７日）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

笠原孝雄会員(１２日)
阿曽輝彦会員(１７日)
３６，０００円
３７９，０００円

◎米山チャリティボックス

坂巻照代米山記念奨学委員
坂 巻 照 代 会 員 櫻 井 富 雄 会 員 佐々部宣宏会員
高栁良作会員 根本雄一会員 橋浦重己会員
福 嶋 昭 会 員 宮 下 賢 会 員 ８名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
８，０００円
米山チャリティボックス累計
７３，０００円

◎会長報告
① ９月２７日Ｒ財団地区研修があり、笠原委員長に出
席して頂きました。
② ９月２９日青少年交換留学生のオリエンテーション
が開催され、キャミアさんが自国について１０分間
のプレゼンを日本語で立派に行いました。
③ １０月４日米山奨学生カウンセラー研修を受けまし
た。
④ １０月５日～８日に私と櫻井委員長・天野会員・平
山会員、港南台ＲＣから３名で、セブポートセンター
ＲＣを訪問しました。メディカルミッションチームとの
歓迎ゴルフとパーティーに出席し、ナガ地区の地滑
り 災害 寄 付金 として、当ク ラブ より ６万円 （ 募金
53,500 円＋クラブより）と港南台ＲＣより２万円を寄
付しました。（当クラブの募金は支援物資を購入し
届けました）医療現場の視察と患者さんとのヒアリ
ングを行い、痛みや不安を少しでも解消するプレゼ
ント（おもちゃと色鉛筆）をしました。回覧をご覧くだ
さい。
被災者援助センターでの慰問。ロータープラストと
ナガ地区の寄付に対して、お礼としてランプを頂き
ました。是非、お土産も帰りにお持ち帰りください。
⑤ 我が家は１０月８日からキャミアさんのホストファミ
リーとなり、４か月お世話します。佐々部さん大変
お疲れ様でした。
１０月３１日のハロウィンにキャミアさんが渋谷の見
学を希望していますので、ご一緒できる方がいらっ
しゃいましたら是非よろしくお願いします。
⑥ ９月２８日に会長指名委員会を行いました。
メンバーは横尾会員・高森会員・小後摩会員・橋浦

会員・佐々部会員・坂巻会員・瀧会員・海野会員と
私です。２０１９-２０年度の会長ノミニーとして平山
滋也会員を指名したところ、快く引き受けて頂きま
した。
◎幹事報告
①特に報告はありません。セブポートセンターＲＣへ行
かれた皆様お疲れ様でした。

・港南区役所も来年５０周年です。既にプランターを
寄付(４０数万円)していますので、５０周年の寄付と
しては１０万円でよろしいのではないかと考えてい
ます。今後順次検討していきます。

◎ 『私、米山記念奨学生』
帝京大学講師

宋宇さん

◎横浜南部少年サッカー同好会
理事長 山田淳二様より
いつもあすなろ大会にご後援を頂き有難うございます。
１０月２０日第７６回の開会式を迎えます。３８年行って
います。これからもどうぞよろしくお願いします。今回は
以前と場所が違い、平戸永谷です。是非開会式にいら
して下さい。

◎川崎大師ロータリークラブ 牛山裕子様より
今日初めてお伺いさせて頂きます。佐々部地区米山
奨学金増進委員長には大変お世話になっております。
難関な委員会を私に続きお引き受け頂き感謝しており
ます。本日は有難うございました。

◎委員会報告
①親睦委員会

海野俊彦委員長
来週の親睦一泊旅行は２１名(宿泊１２名お食事のみ
９名)参加です。当日は１５時チェックイン。１８：３０か
らお食事です。スパがありますので、おくつろぎくださ
い。当日お帰りの方は馬堀海岸までバスをご用意し
ております。皆さんよろしくお願いします。
②創立５０周年について
山野井正郎実行委員長
先月、第１回目の創立５０周年の実行委員会を行い
ました。
・第２回目は１２月です。決まり次第お知らせします。
・創立５０周年記念日時は、来年９月２８日(土)『ロイ
ヤルホール横浜』です。来賓として、港南区から区
長・警察署長・消防署長。セブポートセンターＲＣの
方も来られると思います。ゲストとして横浜学園理
事長をお迎えします。
地区関係は、ガバナー・ガバナーエレクト・パストガ
バナー、次年度第５ｸﾞﾙｰﾌﾟガバナー補佐１名です。
子クラブの港南台ＲＣは全員参加を呼びかけます。
親クラブの横浜南ＲＣは任意。当クラブのＯＢにもお
声掛けします。当クラブ会員は全員出席で、ご夫人
もご参加頂き、お手伝いをお願いします。記念品に
ついては後ほどご検討頂きたいと思います。
・アトラクションは『本牧ジャズ』を検討中です。
・案内状は総務委員会で検討します。
・記念誌は印刷で行うか、ＤＶＤにするか記念誌委員
会で検討します。

皆さん久しぶりです。今日は『私、米山記念奨学生』
ということでお話させて頂きます。
実は、奨学生が終わった後でも２回位お邪魔させて
頂きました。私を知らない新しい会員の方がいらっしゃ
いますので、卓話の前に自己紹介させて頂きます。
私の名前は宋（ソウ）宇（ウ）です。中国吉林省の出身
で、２００３年４月１日に来日し、今年で１６年目です。
専門は財政学と財政政策です。特に日本の財政赤字と
財政再建です。よく日本の宗さんと間違われますが、私
は中国吉林省の高校を卒業し、２００３年４月から高田
馬場にある千駄ヶ谷日本学校で２年間日本語を習いま
した。その後、法律を学びたくて、東京法科学院専門学
校で行政書士を学びました。そして、聖学院大学に入り、
私の恩師である財政学ゼミの高橋まさゆき先生の指導
もあり横浜国立大学大学院へ進むことになりました。
経済学修士号を取得後、経済学博士号を取得しました。
私が奨学生であった時期は、ちょうど博士号取得の頃
でした。
今日の卓話は下記についてお話します。
① ロータリーとの出会い、学んだこと
② ロータリアンとの交流、考えたこと
③ 奨学生でなくなった私の奮闘
④ 大学教員としての試みと授業の一角
⑤ 宇都宮生活&紹介
⑥ 新たな試練
ロータリーとの出会い、学んだこと
横浜国立大学大学院社会科学研究科博士課程２年目
の時に奨学金を頂きました。今でも部屋に米山の賞状
を飾っています。
奨学生を応募するに当たり、米山やロータリーについ
て調べました。
【目的】
将来、母国と日本の架け橋になって、国際社会で活躍
する優秀な留学生を奨学する。
【特色】
①採用数は年間７８０人(枠)国際奨学団体としては事

業規模・採用数も日本国内では民間最大
②経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世
話クラブとカウンセラー制度による心の通った支援が
ある。
私は今現在でも架け橋となって活動しています。
当時の自分を振り返ると正にこの通りだと思いました。
実は、米山奨学生の前、大学４年生の時、運よく日本
の公費を頂きました。修士までしか支給してもらえず、
博士に上がるかどうしようかと研究の面でも経済面で
不安がありました。博士１年では成績がまだなく、博士
２年にならないと申請できない状況で、米山奨学会が
私の研究と勉強を支援して下さいました。
米山奨学生になって初回の旅は，２０１２年米山記念
館に見学に行きました。米山学友や奨学生の旅は静岡
のわさび工場などに行きました。
当時、カウンセラーは北見さんで、今でも年に３回位
は連絡をさせて頂いております。同期の奨学生は中国
やベトナムに帰っている方もいますし、日本にいる方も
おります。奨学生となって、いろいろな国際交流を積ん
で、学んだことは３つあります。
① 人間は多様であること
国籍・習慣・性格・考え方・能力を認めないといけな
い
② 良し悪しを問わず、お互いの違いを認めてから付き
合う
③ 人間は如何に偏見や先入観を持ちやすいかを実
感した
日本人だから、中国人だから、ということがいくら勉強し
ても、経験しても先に来てしまいます。これは人間の共
通した欠点ではないかと思います。
次に、ロータリアンの皆さんにすっぽん料理や、ヨット
で初島に連れて行って頂いたこと、新鮮なイカの刺身を
食べた時は、口の中でも動いていたのは大変驚きまし
た。花火を見に行った時は音も迫力もあり、今まで見た
中では一番印象深かったです。
この時に私が気づいたことは
① コミュニケーションがいかに大事かということです。
私は学生に言いますが、コミュニケーションがない
と何もできない。
② クラブ活動に招待をして頂き、皆さんはとても優しく、
何度もご馳走して下さいました。私はお金がない奨
学生でしたが、タダは当たり前のことではではない
のです。
③ 感謝の気持ちを持つこと
私はとても感謝していますが、私として何が出来るか考
えてみました。今は博士号を取得して、ロータリーの目
的である架け橋になれるよう奨学生を目指そうと思い
ました。感謝も大事だけれど、実際に行動して恩返しを
したいと気づきました。

奨学生でなくなった私の奮闘
博士３年になり奨学生ではなくなりました。
私は妊娠・出産、子育て中は夫が単身赴任でした。休
学という手段がありましたが、休学しても論文や本は読
めないので、在籍したままやりました。
運良く他の財団の奨学生になることが出来て、２年間
奨学金を頂きました。その後、博士号を取得する前、嘉
悦大学大学院非常勤講師になりましたが、妊娠９ヶ月
で仕事を辞め、息子を母乳で育てたいと思い、一人で
書きながら、読みながら、食事を作りました。
大学教員としての試み
一方的な授業をしない。積極的に参加してもらう。考え
る力を大事にしたい。コミュニケーション能力を高めるこ
とが、１年生には難しくても意識して頂く、２年生の授業
では徹底的にやろうとしています。
担当する科目は通年で１２コマ
財政学・租税論・公共政策論Ⅱ・日本の時事経済・中国
経済入門・留学生の為の日本語Ⅰ・ライフデザイン演
習(ゼミ)・地方財政学特論(大学院生)もやっています。
中国経済入門の集中講義では、うちの大学だけでな
く、栃木にある大学の学生なら誰でも受講できる集中
講義を夏休みに行いました。
栃木宇都宮の生活
東武ワールドスクウェアはミニの物がとても楽しいで
す。
地域活動と施設
子供フェスタは無料で誰でも遊べる施設です。
最初に宇都宮に行くことになって少しへこみました。
せっかく日本に来ているのに海がないのは寂しいです。
吉林省の私には海は憧れです。しかし、海がなくても日
光江戸村・ファミリーランド・那須高原の牧場など楽しめ
る場があります。宇都宮の花火大会やふるさと宮祭り
は、皆さん機会がありましたら是非いらして下さい。祭り
を大事にするのは地方の特徴だと思います。景色や
滝・牛久大仏・日光東照宮もあります。
保育園の活動
夏祭りがあったり、運動会は９月末に終わりました。
時間の関係で試練については割愛させて頂きます。
ディズニーと同じ年の宋でした。ご清聴有難うございま
した。
◎ニコニコボックス
海野俊彦親睦委員
横浜金沢 RC 山田淳二様
いつもあすなろ大会にご後援頂き、有難うござい
ます。１０月２０日開会式で７６回大会が始まりま
す。よろしくお願いします。
川崎大師 RC 牛山裕子様
初めてメークアップさせて頂きます。貴クラブ佐々
部地区米山奨学金増進委員長にはお世話になっ
ております。

宮下賢会長
セブから無事帰還しました。川崎大師ＲＣ牛山裕
子様、金沢東ＲＣ山田淳二様ようこそいらっしゃい
ました。
宋宇様の卓話楽しみにしております。
大井和子幹事
宋宇様、山田様、牛山様ようこそいらっしゃいまし
た。
宋宇様の卓話たのしみにしております。
小後摩重正会員
本日は入会記念日祝を頂き有難うございました。
入会３６年目になりました。
阿曽輝彦会員 笠原孝雄会員
会員入会祝い頂ましてありがとうございました。
細井順子会員
昨日は東証のシステム障害があり、対応に追われ
ています。停電になれば IC カードも使えず、買い
物もできず、現金頼み。今回も人手を使って注文
を約定させました。結局、人の手は必要ということ
ですね。
宋様の卓話楽しみにしております。
会員入会祝い頂まして有難うございました。
橋浦重己会員
金沢東ＲＣ山田様、川崎大師ＲＣ牛山裕子様よう
こそいらっしゃいました。
元米山奨学生宋宇様の卓話楽しみにしておりま
す。
市川敏明会員
米山学友の宋宇さん、ようこそ。卓話を楽しみにし
ております。川崎大師ＲＣ牛山裕子様ようこそいら
っしゃいました。
根本雄一会員
宋宇さん久しぶりです。ＦＢで活躍は見てますよ。
先生らしくなりましたね‼
飯島直人会員
２週連続で欠席し申し訳ありませんでした。
山野井正郎会員
早退します。
山田淳二様ようこそ。
宋さんようこそいらっしゃいました。
天野憲二会員 横尾博之会員 豊場建伍会員
坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 福嶋昭会員
海野俊彦会員 高栁良作会員 櫻井富雄会員
青柳民朗会員 山田哲也会員
川崎大師 RC 牛山様、山田様ようこそいらっしゃい
ました。
宋宇さんお久しぶりです。卓話楽しみにしておりま
す。

2018．10．17・18．[水] 第 2371 回例会報告
親睦一泊旅行 『観音崎京急ホテル』
爽やかな秋の日、上大岡から４０分でリゾート気分の
味わえる、三浦半島先端に位置する、観音崎京急ホテ
ルでの親睦旅行が開催されました。
参加者は２１名。今回初めて女性会員の参加もありま
した。早めに到着して、ランニングや入浴を楽しむ会員、
ギリギリまで仕事をして、駆けつける会員、翌日の仕事
に備え、宴会終了後、日帰りで帰宅する会員等、それ
ぞれの都合に合わせての参加ができ参加者からは好
評でした。
・司会 海野親睦委員長
・ホテルからの説明
・宮下会長挨拶 乾杯
・大井幹事挨拶
・宴会
・中締め 平山会員
・施設見学
・二次会
宮下会長から
米山地区委員長の佐々部会員が米山奨学金１００万
円の寄付をされました。との報告があり、参加者から大
きな拍手が送られました。

◎次週の予定
１０月１７・１８日(水・木) 親睦一泊旅行
『観音崎京急ホテル』

◎会報

小後摩重正会報委員

◎会報

坂巻照代会報委員

