
                                                                                          

 

本日の例会（第１６６０回）   １０／２８（水） 

◆卓話紹介会員 国際奉仕委員会 委員長 香田 研二君 

◆スピーカー  

社会福祉法人愛知育児院 児童養護施設南山寮  

施設長 山田 勝己様 

◆題    名 逆風を生きる子どもたち 

        ～児童養護施設で育つということ～ 

次回の例会（第１６６１回）   １１／４（水） 

◆２RC（半田南・名北）合同夜間例会及び懇親会を行います。 

（時間：午後 6 時００分から 会場：志ら玉） 

第１６５９回例会記録      １０／２１（水）晴 

◆司    会 石黒 勉君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介 

国際ロータリー2760 地区 地区米山奨学委員会  

              特別顧問 アドバイザー 中島 実様 

元米山奨学生 愛知ロータリーE クラブ ウ エイ様 

◆来訪者紹介  

名古屋葵 RC 加藤 久雄君 他 1名 

出 席 報 告 

会 員 数  37 名  前々回訂正  1657 回例会 

欠席会員数  14 名  欠 席 会 員  5 名中 

出席会員数  23 名  MAKE UP  4 名 

出 席 率  62.16％  出席率訂正  96.88％ 

会  長  挨  拶 

会長 加藤 昌之 

本日は米山月間にちなみまし

て、米山の卓話がございます。よ

ろしくお願いします。 

最近、企業による不祥事が常に

出てきます。フォルクスワーゲン 

 

や、東芝、それに横浜のマンション問題等、ロータリーの超我の奉仕

の精神とはほど遠い、人間のエゴの極みを見ているようで残念で仕方

ありません。本来すべての職務は、使う人の為に最大の奉仕として仕

事（使命＝ミッション）をなし得るものです。ところが最近では、仕

事＝ワークになってしまいました。ワークは使命を離れ労役になって

しまいました。非常に暗い話題ですので、本日は少し明るい話題にし

てみたいと思います。 

来月から名駅前に大名古屋ビルヂングが一部竣工いたします。東京

や大阪に比べると名古屋は、高いビルが少なく田舎の都市の感があり

ます。しかし今後は毎年のように超高層ビルが竣工していきます。時

系列でたどってみようとおもいます。 

 2015 年 10 月、大名古屋ビルヂング（７位,175m,34F） 

 2016 年 6 月 JP タワー名古屋(5 位,196m,40F) 

 2016 年 6 月シンフォニー豊田ビル(18 位,115m,25F) 

 2017年３月グローバルゲートウエストタワー(9位,170m,46F) 

 2017 年４月 JRゲートタワー(4 位,211,46F) 

因みに、１位はミッドランドスクエアーの 247m,47F です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、名古屋の街は２０２７年のリニア新幹線完成に向け

て大きく変貌します。このように、社会インフラである建築物が大き

く変貌してくるとき、社会は充実してくる事だと思います。そこに向

けて想像力を発揮して、自分のビジネスを展望させていく事が必要だ

と思います。 

私も建築業に係わるものとして、いろいろな不祥事がある中、脇を

固めて、明るい未来社会を展望しながら「超我の奉仕の精神」で会社

運営をしていきたいと思います。 

なお、１１月１日の地区大会の講師は、JR の葛西敬之名誉会長です。

テーマは「東海道新幹線とリニア中央新幹線」です。リニア新幹線や

名駅の展開について聞けそうですので楽しみにしております。 

幹 事 報 告 

2015-16年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 
みんなのために！ 
～奉仕と親睦を楽しむ～ 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１５～２０１６年度 Ｎｏ．１５ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 昌之 幹 事：足立 陽一郎 会報委員長：杉浦 定文 題 字：遠藤 友彦 



１．今月は米山月間です。後程月間に因みまして、元米山奨学生、愛

知ロータリーＥクラブのウ エイ様より卓話をして頂きます。また引

き続き米山募金を受付で行っておりますので、ご協力の程よろしくお

願い致します。 

２．ロータリー財団への寄付申込書のご提出がまだの方は、早急にご

提出下さるようお願い致します。 

３．１０月２４日～２５日に開催されます「第３回ワールドフード＋

ふれ愛フェスタ」へご来場されました場合、メーキャップカードが発

行されます。ロータリーブースがございます、久屋大通公園＜希望の

広場＞の広小路通り沿い『本部テント・協賛チケット売り場』にて受

け付けております。但し、メーキャップカードは２日間通して、お１

人１枚の発行です。 

４．２０１６年５月２８日～６月１日に開催される韓国・ソウルでの

2015-16 年度 RI 国際大会につきまして、５月２９日（日）の『ガバ

ナーナイト』のご案内を同封致しました。締め切りは１０月３０日（金）

となっておりますのでよろしくお願い致します。 

友 の 会 報 告 

ボジョレ・ヌーボワイン＆ディナーの会のお知らせ 

（世話人 藤原 研一君） 

 

 

 

 

 

 

東名古屋分区 I.M.のご案内をするホストクラブ名古屋葵ＲＣの 

加藤久雄 I.M.実行委員長並びに田中利幸ＳＡＡ 

卓 話 

国際ロータリー2760 地区 地区米山奨学委員会  

特別顧問 アドバイザー 中島 実様  

 皆さん今日は。加藤昌之会長さ

んの方針「みんなの為に、奉仕と

親睦を楽しむ」・・・原点に立ち

返った、とても素晴らしいテーマ

ですね。又、足立陽一郎幹事さん

には２０１０年クラブ米山奨学

委員長を務めて頂き有難うございました。 

 さて、日頃は米山奨学事業に対しまして、皆様方から大変温かい御

理解と深い御協力を賜り誠に有難うございます。只今御紹介を頂きま

した、名古屋北クラブから出向させて頂いております、地区米山奨学

委員会アドバイザーの中島 実と申します。会社は中駒産業㈱と申し

まして、全国に１００棟の貸しビルを所有し、オフィスの移転をビジ

ネスの躍進にとお考えの方・・・是非創業１０５周年の中駒産業へ・・・

と、ちゃっかりＰＲもさせて頂きましたが・・・。又、本日は、貴重

な御時間を頂戴し、米山月間としての卓話訪問の機会を頂き、誠に有

難うございました。本日のタイムスケジュールは、地区委員が１０分、

米山奨学生・学友が２０分と決められていますので、宜しく御願い致

します。 

 さて、名北クラブ様には、これまでに１７名の米山奨学生を受け入

れて頂き、誠に有難うございました。又、皆様方には、毎年多額の御

寄附を賜り、過去累計額として、３，３１４万円と大変高額な御浄財

を頂き、誠に有難うございました。心より厚く御礼と感謝を申し上げ

ます。さて、皆様もご承知の通り、米山奨学事業は現在、世界１２３

ヶ国１８，６００名を超える米山学友が世界中で大活躍され、博士号

取得者も３，５００名を超える、まさにロータリーの誇れる唯一の民

間最大の国際親善事業として、半世紀以上の長きに渡り、大先輩から

脈々と受け継がれ、発展して参りましたが・・・悲しい事に・・・全

国のロータリアンの数も１０万人から９万人に大きく割り込んでいる

現在・・・寄附額も大幅に落ち込み、米山奨学生の採用数が８００名

から７００名に減らされましたが、皆様方の温かい御支援のおかげを

もちまして、２０１４－２０１５年度の寄附額は６年ぶりに１４億円

を突破致しましたので、２０１５年度からの採用枠を７００名から７

２０名に初めて増やすことが出来ました。又昨年は、５２クラブさん

に卓話訪問をさせて頂き、非常に温かい御理解を頂戴いたしました。

ちなみに、昨年度の当地区、個人平均寄附額は、お一人様２０，８１

２円を頂戴いたしました。県内トップは、名東ＲＣさんのお一人様な

んと３２８，６５５円でこれは、ホシザキ電気の坂本さんから、１億

円の御寄付を頂いた事は有名なお話で、ちょうど私が地区委員長をさ

せて頂いていた時に、坂本さんからお電話を頂き、「去年１億円を寄付

したお話とは別に、今度は、私が持っている当社の株式時価（２００

億～３００億円）を米山に寄付したいと思っているが、どうか。」と、

相談を受けましたが、米山記念奨学会の回答は、現金以外は受け取れ

ないとの事で、ＮＯでした・・・。「それでは当社の発行済の株式を１

株株主にして、その配当金を毎年米山に寄付したいと考えている」と

言われ、１株株主が実現し、配当金から毎年２０００万円～３０００

万円のご寄付を頂き、現在累計で２億円を突破致しました。本当に、

有難い事だと思っています。 

 こうして頂いた貴重な寄附金の使途につきましては、豆辞典７ペー

ジを御覧頂けますか？２０１３年と２０１４年の対比表が記載されて

いますが、寄附金収入とて２０１４年度は１４億１４７３万円と７，

７２７万円大幅増になっています。又、反面、支出は、１，１８４万

円減になっていますので、合計で８，９１１万円増になっています。

又、管理費等の支出につきましては、利子収入が７，９００万円に対

して、管理費が６，５００万円でまかなわれておりますので、ご安心

頂けるものと思います。又、財政面につきましては、８ページをご覧

下さい。基本財産と特別積立財産の推移、又、右側は寄付金と奨学金



や、事業費の推移が、分かり易く１９９８年～２０１４年迄がグラフ

で分かりやすく説明されています。又、下のカッコ書きの中に書かれ

ているのは・・・「基本財産と特別積立財産合わせて７５億もあるのは

なぜ？監督機関であった文部科学省の指導を受け、財団法人を構成す

る基本財産として５０億円を積み立てられてきました。また、特別積

立財産は不測の事態に備え、奨学金を保証するたまに必要なもので、

いただいた寄付金を全額奨学事業に使うために、こうした資産運用益

で管理費支出を賄っています。 

 さて本日の卓話講師は、米山奨学生から学友、さらに愛知Ｅクラブ

のロータリアンになられ、今年度は、米山親善大使に選ばれた「于 咏

（ウ・エイ）」さんと一緒にお邪魔させて頂きました。米山親善大使の

事は豆辞典の２２ページに４人が紹介されていますので、ご覧下さい。

勿論、米山記念奨学会本部より、親善大使を勝手に連れ出す事は禁止

されていますので、正式許可を頂き、我が国初の女性親善大使として

の講演になりますので、宜しくお願い致します。ちなみに、ウ エイ

さんは名古屋大学大学院を御卒業後、非常に難しいと言われています

心理学についての博士号を取得されると同時に世界１０ヶ国以上の同

時通訳や翻訳もされる、まさに天才才女としてのウ エイさんをご紹

介します。短い時間ではございますが、御静聴賜ります様、お願い申

し上げ、私からの御礼と感謝の気持ちにかえさせて頂きます。本日は、

お招き有難うございました。 

 

元米山奨学生 愛知ロータリーE クラブ  

ウ エイ様 

皆さん、はじめまして。ただ

今、ご紹介を賜りました 

于 咏（ウ エイ）と申します。

どうぞよろしくお願い致しま

す。本日、名北ロータリークラ

ブの例会卓話にお招き頂きま

して、誠に有難うございます。地区米山委員、アドバイザーの中島さ

んの御蔭で、皆様と素敵な出会いができ、心より嬉しく思っておりま

す。 

 さて、皆さんのご貴重なお時間をいただき、米山奨学事業について、

私自身の経験を通しながら、お話をさせていただきたいと思います。

まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は、中国天津の出身

で、１８年前初来日しました。 

１９９６年９月～１９９８年３月 愛知淑徳大学留学生別科 

１９９８年４月～２００２年３月 名古屋大学教育学部 

２００２年４月～２００８年３月 名古屋大学大学院 

教育発達科学研究科心理学博士臨床心理士 

２００８年４月～現在 学校法人セムイ学園 専任講師 

２００５年４月～２００７年３月 米山奨学生 名古屋中ＲＣ 

２０１４年５月～現在 愛知ロータリーＥクラブに入会 

２０１５年７月～２０１７年６月 第２代目米山親善大使 

 そして、私の専門は臨床心理学です。「臨床心理士」という資格があ

り、心理カウンセリング、心理治療を中心にした臨床実践になります。

私は、２００２年名古屋大学の修士課程に入ってから、心理発達相談

室、中学校、精神病院など臨床の場で心理検査・治療の活動に携わっ

てきております。児童の自閉症など発達障害；学生の不登校・引きこ

もり；成人の不安障害、うつ病、アルコール依存など、各年齢層で、

多岐を渡ってメンタルヘルスの問題に取り組んできました。また、欧

米人を対象に、英語のカウンセリング・サービスも提供しています。 

 就職して５年半経ちました。私の仕事は、心理学の専門教育を始め、

中国における歯科技工と歯科医療の教育、人体解剖の実習、医学英語

など医学や歯学の教育にも携わり、更に、海外のいつくかの国々から

留学生を受け入れたり、学術交流を行うなど、国際業務も展開してい

ます。心から歯への業務内容の変化は、とてもチャレンジ的でした。

専門用語が難しく、専門性が極めて強い。専門用語の壁を乗り越える

ため、自ら日中英３カ国語の歯科専門用語集の編集に取り組みはじめ

ました。現在、常用語彙集が出来ており、ソフトウェアの会社に提供

し、世界でも初の３カ国語歯科医学用語集となります。そして、２年

前から、学園の中途退学の防止、教務、総務などの事務的な業務も携

わるようになりました。 

 さて、来日の生活を振り返ってみましょう。１９９６年に初来日し、

もはや２０年目になります。最初の１２年間は、もっぱら留学生活。

来日当初の私は、殆どの留学生と同様に、社会の最低層に居ました。

勉学生活を支えるため、このように、理容室の掃除、新聞配達、洗い

場、そしてスロット屋や雀荘など一生懸命アルバイトをし、学費をコ

ツコツ貯めて、頑張っていました。 

 しかし、ラッキーな私！ここでロータリークラブという組織に出会

いました。人生の大きな幸運です！米山記念奨学金は、月１４万円が

あります。時給１０００円で換算すれば、毎月１４０時間の自由時間

が得られるということになります。月１４０時間！毎月１４０時間も

自由時間が得られるのであれば、どれだけ沢山勉強できるのでしょう

か！そして、お金より更に大事なのは、人生の良い模範ができたこと

です。なるべき人間像、成功した人生とは何か、そういった理想像が

具現化されたことです。お蔭様で、私は成長しました。日本語が殆ど

いらない肉体労働から、翻訳、通訳、そして自分の専門領域の講師ま

で、知的労働者に成長しました。長年の留学生活の頂点に至ったのは、

ロータリークラブと出会ってからであり、皆様のお蔭であるのです。

しかし、これは決して私一人のサクセスストーリーではありません。

１８０００人以上の米山奨学生皆がこのようなストーリーを語れる、

米山だからこそ出来た「人作り」の素晴らしい事業です。 

 これは米山です；This is Yoneyama!! 

 米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創立に貢献



した事業家米山梅吉氏の功績を記念して発足し、１９６７年、

文部省（現在の文部科学省）の許可を得て、財団法人ロータ

リー米山記念奨学会として創設されました。 

 ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本の懸け橋とな

って国際社会で活躍する優秀な留学生を奨学することを目

的としています。優秀とは、①学業に対する熱意と優秀性、

②異文化理解、③コミュニケーション能力への意欲や能力に

優れている点が含まれる。 

 このように、年間、優秀な奨学生の採用数は７００人に上り、

事業費は約１３億円と、日本では民間最大の奨学事業となっ

ています。実は、この数値は減少傾向であり、従来の８００

人、事業費１４億円から既に大幅にダウンしております。ロ

ータリアン総人数や寄付金の減少が原因です。 

 これまでに支援してきた奨学生数は、累計で１８，２６９人

（２０１４年４月現在）。その出身国は、世界１２３の国と

地域に及びます。そのうち、３，３００人以上の奨学生は博

士号を取得しました。留学生への支援は、未来に向かって平

和の懸け橋をかける尊い奉仕なのです。 

 そして、米山の独自な世話クラブとカウンセラー制度は、非

常に優れたもので、単なる経済的に支援するだけでなく、心

の通った人間性に富んだ支援でもあります。 

 自分自身の経験によって、米山記念奨学金は、支援された留学生そ

の本人にはもちろん、日本国にも深遠な意義を持ち、長いスパンで利

益をもたらしていると考えています。留学生にとっては、貴重な経済

的な支援である以上、ロータリアン、即ち人生の優れた先輩たちとの

交流ができ、人生の成功者として学ぶることができるのが、大変有難

く幸運なことです。言い換えれば、「自分」という個人を超えて、「現

在」という次元を超えて、より広い社会と未来に対する展望ができる

ことです。これは、若者の成長に最も素晴らしい栄養剤であると、私

が信じています。そして、日本国にとっては、正しく世界に平和と愛

の種を蒔く優れた民間外交になります。目に見えなくても、今すぐ返

ってこられなくても、いずれいつか、その種が芽生え、遠い国々で平

和の果実が収穫されるでしょう。更に、就職してからも、ロータリー

とのご縁が強くなり続け、まさに絆に変わりつつあります。今勤めて

いる学園の理事長はロータリアンですし、学友になっても、学友会の

役員に務め、お世話になったロータリアン達と交流を深め続けていま

す。 

 奨学生から学友へ。学友会は、奨学期間を終了した学友と呼ばれる

元米山奨学生と現役奨学生によって組織されている会で、日本では３

１団体、海外では、中国、台湾、韓国、タイ、ネパール、そしてモン

ゴルと、６つの国と地区に設置されています。それぞれの地域のロー

タリークラブと連携し、自主的に活動を行っています。地区の学友会

で米山ファミリーがつながっています。年間行事を紹介；春・秋季合

同研修会、総会、忘年会、地区大会など年５回大きなイベントがあり、

昨年から新たにＷＷＦへの参加もしています。友愛の輪は、国籍を問

わず。米山は、我々日本でのハッピーなファミリーなのです。更に、

学友からロータリアンへ。今年５月、地区唯一のＥクラブ、日本では

８番目の愛知ロータリーＥクラブが設立されました。米山の関係でそ

のチャーターメンバーになり、ロータリー家族に入らせていただきま

した。 

 １０万人も超える在日留学生の一人であった私は、海辺の一粒の砂

のような存在でした。但し、この砂はとてもラッキーで、美しい貝殻

であるロータリークラブ、米山奨学会に出会えたわけです。そこで、

栄養を頂き、磨かれて洗練され、真珠まできれいに変身し、成長して

行きます。This is Rotary! これは、ロータリー！人間として成長し

つづける舞台なのです。個人の努力で成長し、更に力を合わせて奉仕

活動を通して他人の成長を支援する、博愛を広げる素晴らしい尊い組

織です。これは、私が理解しているロータリーなのです。いろいろ話

をさせていただき、一言でまとめれば、「報恩・奉仕・繁栄」というこ

とです。報恩、奉仕、繁栄。恩を知り、常に感謝の気持ちを持って、

人々のため、社会のために超我の奉仕を行い、社会の繁栄と世界の平

和を目指し実現していく。私の成長する原点は、米山です。第一に米

山に恩返ししたい、生涯米山功労者になることを宣言します。そして、

様々な奉仕活動を通じて、より良い世界になるために役立ちたいです。

皆様との出会いは、私の人生の宝です。本当に有難うございます。米

山学友、愛知ロータリーＥクラブ、ウ エイでした。御静聴、誠にあ

りがとうございます。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

国際ロータリー2760 地区 地区米山奨学委員会  

特別顧問 アドバイザー 中島 実様 

本日は米山月間としての卓話訪問に、米山親善大使の「ウ エイさん」

と一緒にお邪魔させて頂きましたので宜しく御願い申し上げます。 

名古屋葵 RC 田中 利幸君 

本日はお世話になります。 

【本日は米山月間にちなみ、ウ エイ様の卓話です。楽しみにしてお

ります。よろしくお願いします。】 

加藤 昌之君 古川  康司君 足立陽一郎君 尾関  正一君 

星川  直志君 近藤    朗君 石黒  勉君 西脇  多吉君 

橫井  登君 西脇  良一君 柴山  利彌君 藤原  研一君 

加島  光君 梅田  渉君 小關  敏光君 玉置 正樹君 

尾關實津成君 

木村  雅一君 

 

杉浦  定文君 

 

 

阿部 美男君 

 

祖父江佳乃さん 

 

 

 


