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例 会 報 告

◆夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ. を行います。

時間 ： 午後５時３０分～　場所 ： 名古屋東急ホテル

◆司　　 　 会　　 祖父江　佳乃さん

◆斉　  　 唱　 　四つのテスト

◆ゲスト紹介  　　米山奨学生　韓　鈺さん

◆来　訪　者　　 宇佐美　太郎様

第１８６１回例会記録  　６／１０ （水）   晴

会員数      ３５名

欠席会員数       ８名

出席会員数     ２７名

出席率  　７７.１４％

前々回訂正　　  １８５９例会

欠席会員　　　　　 　３名中

MAKE UP  　　 ３名

出席率訂正　　　 　１００％

◆クラブフォーラムを行います。

出 席 報 告

会 長 挨 拶

皆さん、こんにちは。再開後、２回目の例会です。皆さん、いかがお

過ごしでしたでしょうか？本日のニュースで、埼玉県では、小学校の

授業を、 エアコンを点け、窓を開けて行われているとのことでした。

それを観て、「変化に相応した決断だ。」と感心しました。私は、これ

を観て、 ある株主総会リハーサルを思い出しました。 私たち弁護

士は、株主総会集中日等に備えて、総会のリハーサルを行うことが

あります。 厳しい質問が予想される場合、 総務部長さん等が詳細

な想定問答集を作成します。 リハーサルでは、 その問答集にした

がって、クレーマー株主役の社員が質問をします。議長である社長

に対し、総務部長がすかさずメモを渡します。しかし、私は、そこで、

「待った！」 をかけました。 「もう少し、 ゆっくりやりましょう。」 と。

総務部長さんの考えは、「いつもの仕事」 のとおり、「粛々と、 手早く

進める」 です。普段の仕事では、多くの人々が、 「Ａ→Ｂ→Ｃ」 と、

積み重ねていきます。それと同様に、 「粛々と、 手早く、 確実に」

です。また、 そうすることこそが、 相手方に、 「しっかりしている。」

「隙がない。」 と、 プレッシャーを与えることになるというお考えもあ

ったでしょう。 しかし、リハーサルで社員が手を揚げるのと、 現実の

総会で手が揚がってしまうのとは、 全く違います。 「２０分くらいで、

終わるだろう」 という会が、２時間、３時間になるか、という問題です。

　「普段、上手く回すためのルール」 と、 「緊急時の対応のためのル

ール」 は、異なります。この場合、「総会で質問したが、更に、疑問

が深まった。 問題は大きい。」 とされることが、最もまずいわけです。

ですから、 まず、 「想定問答集と、 実際の質問との違い」 を確認

することが、 必須です。 質問を受けた議長は、 「○○ということで

すね。」 と、質問内容を確認することが、重要です。回答に時間を

要することも想定するべきでしょう。 社長のキャラクターにもよります

が、 「暑いところ、 よくお出かけ頂きました。 重要な問題ですので、

少し、 お時間を頂いて、丁寧にお答え致します。」 くらいのことは、

言って欲しいところです。 総務部長さんには、 想定問答集の回答

に赤ペンで補充をするところまで、 やって欲しい。

ですから、「ゆっくりと」 です。ただ、 「緊急時の対応は、 アドリブで」

というわけではありません。若い人は知らないかもしれませんが、昔、

「毛沢東語録」 というのが流行りました。 そこに、 「作戦本部では、

敵を過大評価せよ。戦場では、敵を過小評価しなければならない。

」 という言葉があります。平時には平時なりに、 緊急時には緊急時

に相応した 「十分な準備をする」 ということです。 「今、 想定でき

る全ての可能性を漏らさず吟味した上で、 対策を準備しなければ

ならない。」 ということになります。 それでも、実際には、 「想定外」

のことは生じます。 ただ、 その想定外の事由にも、 「ここまで準備

したのは自分たちだけだ」 という自負をもって臨むことができれば、

「そのときの最大限の力」 は発揮できるはずです。 例会が再開し、

様々な業界のご事情を聞くにつけても、 コロナの影響は、 本当に

広く、 深く、 かつ複雑に生じています。 それに対応していくために

は、 皆が、 「最大限の力」 を発揮することが必要だと思います。



が発生したのは２月中旬、 この時点で新入生の来日問題か浮かび

上がり、 その後渡航制限により来日か不可能になる学生か多数で

たばかりか、在学生の留学生については元々アルバイトが生活維持

に必須であるところ、緊急事態宣言後はアルバイトも無く生活に困

窮している留学生がおおくいます。大学として基金を崩し学生に補

助をすることにしました。経営的には極めて大変でありますが、 学生

一人の人世を大学が担っている以上全力をあげ支援するのも教育

の使命です。学ぶ機会を奪ってはいけません。 このように困窮する

留学生をふくめた学生の支援をすることは優秀な学生のみならず、

若者全てに希望を持つ人世がおくれるようにするというのが社会的

責任ではないのでしょうか。それか教育の本来の使命です。 ロータ

リークラブか組織的にコロナ騒ぎで困窮する学生・若者支援にとりく

む事は必要なこととかんがえます、貧しさの中勉学にはげむことは経

験した者でなくてはわからないことです。 どうぞ成績大学名にとらわ

れること無く全ての学ぶ若者に支援をお願い下いとおもいます、とく

にアジア各地の貧困地帯から夢と希望を探すために来日した留学

生の支援をお願いしたいと思います。 これは一大学のみではでき

ないことです。 私達は若者に社会の未来を託していますならば社

会全体か全ての若者の未来を保障することが責務とかんがえます。

ロータリー全体でコロナの災いの中若者の救済とくに貧困になげく

留学生の支援をお願いしたくお話しをさせていただきました。

「コロナ禍の下。 留学生 ・ 若者の支援 」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員　宇都木　寧君

西村　努君　　　　　宇佐美さん本日はご臨席をありがとうございます。

加藤　あつこさん　本日は米山奨学生のカン・ユさんがご来訪です。

　　　　　　　　　　　 皆さん仲良くして下さい。よろしくお願い致します。

梅村　美知容さん　宇佐美太郎様ゲストに迎えてありがとうございます。

【宇佐美さん、韓さん、ようこそいらっしゃいました。お楽しみ下さい。

皆さん、 総会よろしくお願い致します。】

近藤　  　朗君　 岩田　滿治君　 尾關實津成君  北村紀子さん 　

塚本　　　隆君　 尾関　 正一君　 柴山　利彌君　梅村　　　篤君

梶川 久雄君　  加島　　　光君　 杉浦 定文君　平子　 明資君　

玉置 正樹君　　渡邉 　泰彬君　香田　研二君　 足立陽一郎君

河東　　広樹君　 伊藤　 晋一君　　梅田　 　渉君 祖父江佳乃さん 　　　

加藤　 昌之君　 吉村知紗さん　　  　　　 　　　　　

幹 事 報 告

1. 本日は、 2020-2021 年度米山奨学生の韓鈺様をお迎えしており

　　ます。 一年間よろしくお願いいたします。

　 後程、韓鈺様よりご挨拶をしていただきます。

2. 本日は、 臨時総会となっております。次年度の次期役員委員長

　　名簿を同封しましたので、総会の際にお手元にご準備していただ

　　くようよろしくお願い致します。

3. 次週６月１７日 （水） は、 夜間例会Ｉ.Ｄ.Ｍ. となっております。

　 例会の開始時間が６時からとご案内しておりましたが、 時間に誤

　　りがございました。 申し訳ございません。 午後５時３０分より例会、

　　引き続きＩ.Ｄ.Ｍ. を東急ホテル４階 「栄の間」 にて行いますので

　 お間違えのないようお願い致します。 出欠票が未提出の方は、

　　至急受付までご提出をお願い致します。

4. 2020-2021 年度地区研修・協議会の冊子が届きました。ご登録

　　された方には同封させていただきましたので、 ご確認下さい。

ニ コ ボ ッ ク ス

卓　　　話

米山奨学生

名古屋工業大学　修士２年　韓　鈺さん

カウンセラー　次期米山委員長　加藤　あつこさん

本日は突然幹事より卓話をしてほしいとの話がありましたので、私が

現在とりくんでいる事案についてお話します。「留学生への支援」 と

いうテーマです。私は現在学校法人享栄学園の理事をつとめてい

ます。元々享栄学園は享栄高校、栄徳高校、鈴鹿高校と一体とし

て学校法人を形成していましたが、 現在は高校は分離し独立し、

学校法人として鈴鹿大学一校のみの法人となっています、 鈴鹿大

学は三重県鈴鹿市にキャンバスをおいておりますが、在校生の内留

学生の比率が高い大学であります、世間的にはFランクの大学とい

われ。 出願すれば誰でもフリーで入学できる大学であり、世間で名

の通った大学では有りせん。世間でどうでもよいような大学はかず多

くあるでしょうが、 どうでも良い学生はだれひとりありません。

絶対に！私達は青少年に対しその人世が将来に幸多かれと願い、

真剣にその人の将来を考えなくてはありません。 教育も当然であり

大学の教育も学生の未来をきり開く教育をしなくてはなりません。

われわれロータリークラブにおいて奨学金制度は充実しており次世

代奉仕活動も活発にしていますが、 どちらかと言えばめぐまれた優

秀な青少年を対象しにしていると感は否定できません。私が関与し

ている大学に在籍する留学生は米山奨学生のような手厚いて補助

をうけていません、わずかなお金で日本に渡航しアルバイトで生活

し学んでいます、日本人の学生については豊かな家庭の子弟は少

なく、バイトにより生活をさえいている学生が数多くいます。せめて子

供を大学へとおもう親子心から進学している子弟です。コロナの問題


