本日の行事予定 (2014 年 2 月 14 日)
第 2958 回例会
卓話担当：山田清三君
講
師：2013 学年度米山奨学生
マルディアンシャ・マルディス君
演
題：「わが故郷 インドネシア
センカン市(仮題)」

先回の記録（例会）
第 2957 回 ’14 年 2 月 7 日（金）晴れ
≪世界理解月間≫
卓話担当：国際奉仕委員長 三谷栄一君
講
師：よねやま親善大使
2003～04 年度米山奨学生
尤銘煌氏
演
題：「国際交流を実践し、
世界平和を繋ぐ
一人の元米山奨学生としての
責任と義務」
ロータリーソング 「四つのテスト」
ソングリーダー 片岡鉄君
会 員 総 数 68 名
1 月 17 日例会分訂正
出席免除会員 22 名
欠 席 会 員
21 名
本日出席会員 45 名
MAKEUP 会 員
14 名
本日の出席率 66.17％
訂 正 出 席 率 100％
超 過 出 席 鈴木吉男君、伊藤哲朗君、寺島淳
一君、安江正博君、前田昭生君、浅井賢次君、篠
田廣君、三谷栄一君、服部貴君、伊藤基君、加藤
則之君、八谷潤一君（第 9 回役員理事委員長会議）
会長挨拶
鈴木吉男会長
今 日 は 尤 君に 来 てい た
だいているので、台湾の話
をしたいと思います。
1988 年に李登輝総統の
時に中国と一番問題があ
りました。今の馬英九総統は中国と仲良くやろう
ということで問題はないんですが、日本と漁業権
の交渉がありました。台湾と日本がまとめてしま

ったことに対して中国の反発があって、閣僚会議
があるというニュースがありました。中国は台湾
を味方にして日本から引き離そうとしているよう
にみえるのではないかと思います。
台湾（台北滬尾ＲＣ）と我々（津島ＲＣ）は提
携していますが、私が 2011 年の地区識字率向上
委員長のときに、第 3500 地区（新竹）からグロ
ーバルグラントを使いたいから第 2760 地区に協
力してくれという連絡がありました。ロータリー
創立 100 周年の 2005～06 年に向こうのプログラ
ムとしてやったのですが、新竹には 4000m くら
いの高い山に先住民が住んでいて、日本アイヌの
人々の日本帰化は大変上手に日本化していました。
現在の台湾は非常に発展してもその民族の方々の
教育は大変遅れているので、新竹のＲＣがその人
たちに教育をしたいので、移動図書館を作ってい
ました。
6 年計画の最後の年にバス 2 台を寄贈し、
本を積んで移動しロータリーの識字教育法である
ＣＬＥを使用していました。日本ではうまくいっ
ていることでも、海外では先住民の人たちにいろ
んな問題があります。そういうことは津島ＲＣば
かりか日本の人たちはほとんど知らなかったと思
います。本を読んだり字を書いたりできないと就
職ができません。特に女性は大変な目にあってい
たと聞きました。
その時に第 3500 地区と関わりがあって、我々
の地区は今年も一緒にイベントをやっております。
近いところ（国）でもいろんな問題があるという
ことを皆さんに記憶していただいて、ロータリー
の社会奉仕に貢献していただければと思います。

幹事報告
寺島淳一幹事
2 月は世界理解月間と言
うこともあり地区国際奉仕
副委員長を兼任されている
鈴木会長は今月、地区内クラ
ブの卓話にも頻繁に出かけ
ることが多いみたいでホーム例会も含め 2 月
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だけでＲＣの出席が 13 回もあるそうです。2
月は 28 日間ですので約半分ＲＣに出席とい
うことで大変お疲れさまです。
1. 「青少年交換学生」のジェッシー君に出席して
頂いております。後ほど鈴木会長より 2 月分の
お小遣いをお渡し頂き、近況報告をしていただ
きます。
2. 本日 18：00～、ミタニビル 5F「さかな屋道場」
で「米山学友・尤銘煌さん歓迎会」が開催され
ます。
3. 『ガバナー月信』2 月号を回覧しました。その
中にロータリー平和フェロー9 期生、水野ショ
ー真希さんの活動報告が掲載されていますの
でご覧ください。
4. 本日、例会終了後、役員・理事・委員長会議を
開催します。該当の方は出席をお願いします。
以上です。よろしくお願いします。

ニコボックス報告 第 2957 回分
水野人志ニコボックス委員
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①卓話講
師の尤銘煌さんをお迎えし
て。②ソチ五輪、昨日より競
技が始まりました。日本選手
団がんばれ!!
浅井賢次君 ①松崎先生に
お世話になりました。②今月
85 才の誕生日を迎えます。
憎まれ者、世にはばかると言わないで可愛がって
下さい。③休まず皆勤 45 年目に入りました。ロー
タリークラブは私の生き甲斐です。これからも頑
張ります。
寺田晏章君 県警本部長表彰を受けました。
余郷利彦君 ①松崎先生、モーニングコーヒーあ
りがとうございました。②1 月 9 日津島警察より
感謝状をいただきました。
三谷栄一君 ①本日、世界理解月間の卓話をしま
す。②尤銘煌さんをお迎えして。
浅井賢次君、後藤務君、服部貴君、伊藤幸蔵君、
伊藤誠君、加藤則之君、児玉昭君、水野憲雄君、
坂井裕君、高木輝和君、宅見康悦君 ①よねやま
親善大使、2003～04 年度津島ＲＣ米山奨学生尤銘
煌氏をお迎えして。②山形大学教授への昇任おめ
でとうございます。
伊藤哲朗君 松崎先生にお世話になりました。
加藤泰一郎君 大須ロータリーの節分例会に出席
して、津島ロータリーの良いところを宣伝して来
ました。
矢田潔君 昨日、松崎院長さん、余郷さん、鶴見
さんと楽しい食事をしました。
松崎安孝君 余郷さま、鶴見さま、矢田さまにお
世話になりました。

浅井賢次君、幅辰雄君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、
加藤隆朗君、小林啓子君、水野人志君、大河内勝
彦君、余郷利彦君、横井知代君、吉田康裕君 オ
リンピック、頑張れ日本！
八谷潤一君、水野人志君 ウィークリーに写真が
載りまして。
伊藤祥文君、片岡鉄君、松崎安孝君、稲垣宏高君、
小林啓子君 その他。

卓 話
≪世界理解月間≫
卓話担当：国際奉仕委員長 三谷栄一君
講
師：よねやま親善大使
2003～04 年度米山奨学生
尤銘煌氏
演
題：「国際交流を実践し、
世界平和を繋ぐ
一人の元米山奨学生としての
責任と義務」

【プロフィル】
1963 年（昭和 38 年）台湾台北市生まれ、1987
年に来日。日本語学校を経て名古屋愛知学院
大学を卒業後、アメリカニュージャージ州シ
ートンホール大学（Seton Hall University）
で修士号を取得。その後、再度来日し、2004
年 3 月、愛知学院大学で博士号（文学）を取
得。2004 年 1 月より山形大学留学生センタ
ー准教授に着任。現在(2014 年 2 月 7 日)、
山形大学基盤教育院（留学生担当）准教授。
2003～04 年度米山奨学生（世話クラブ：愛
知県津島ＲＣ）、2009 年～国際ロータリー
第 2800 地区山形米山学友会会長、2013 年～
よねやま親善大使。
二度目の日本留学当初は、家族を抱え、大学院
で学ぶのは非常に大変でした。津島ロータリーク
ラブの貴重な御支援とカウンセラーの三谷さんを
始め、多くのロータリアンの精神的な支えが無か
ったら、私一人の力では、博士号の取得と大学の
就職は絶対に達成できませんでした。この場を借
りて津島ロータリアンの皆様に心より感謝いたし
ます。
津島を離れて山形大学留学生担当の教職に就い
てから約 10 年間、日本を活躍の場とし、世界各国
からの留学生及び日本人学生に対し、これまで得
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た日本語・日本文化に関する知識の伝授を通して
国際社会で活躍するような人材の育成に務めてき
ました。また、日本と台湾に限らず、日本と世界
各国の文化交流の架け橋になれるよう励んできま
した。
この度、津島ロータリークラブの卓話にお招き
頂きまして誠に光栄です。元米山奨学生として今
まで山形大学で行ってきた主な教育、研究、社会
活動及び国際交流活動についてこの 10 年間私を
支えてきた津島ロータリアンの皆様にご報告した
いと思います。
特に、皆様のお陰で初の「米山学友賞（よねや
ま親善大使）」に選ばれたこと、及び今年 4 月 1
日に教授昇任いたしましたことをご報告したいと
思います。元米山奨学生としての責任と義務及び
よねやま親善大使の抱負としてこれまでの国際交
流活動を県外にも広げ、多くのロータリークラブ、
一般企業、市民の皆さんにロータリー米山記念奨
学事業を通じて、国際理解と世界平和の重要性を
もっと理解してもらえる
ように努力して参りたい
と考えております。これ
からも留学生のご支援、
ご指導を何卒、宜しくお
願いします。

国府宮はだか祭りに参加しました。2 月 12 日
と 13 日朝 3 時の神事にも参加して勉強になっ
たそうです。（住田正幸君、山田勝弘君と）
誕生日祝福（2月）
加藤隆朗親睦活動委員
余郷 利彦君（ 4日）
大河内勝彦君（5日）
吉田 康裕君（ 8日）
服部 昭三君（11日）
佐藤 敬治君（11日）
岡本 康義君（16日）
相羽あつ子君（19日）
浅井 賢次君（25日）
夫

研究論文『山形紀行(続編)：異文化に
出会った尤先生の山形・日本、そして
世界』を会員全員にいただきました。

【国際交流の実績】
 海外姉妹交流協定大学を仲介。台湾 4、タイ 1、
中国 3、カナダ 1、リトアニア 1、ブルネイ 1
など 10 大学以上。
 山形文化体験学習セミナー(サマープログラム)
 日本人学生を交換留学生として海外大学へ派
遣。
 山形大学女子バスケットボールを台湾の国際
交流試合に。
 山形県留学生日本語スピーチコンテストを創
立兼顧問。
 山形米山学友会会長として 4 年間連続「山形か
ら世界へ多文化交流コンサート」を開催。
 海外国際会議(スイス、スペイン、マレーシア、
シンガポール、中国、タイなど)
に参加。海外姉妹協定大学を訪
問など。

人
佐藤敬治夫人（ 5 日）
遠山孝義夫人（11 日）
吉田康裕夫人（18 日）
余郷利彦夫人（23 日）
堀田力男夫人（25 日）

その他

鈴木吉男会長より
青少年交換学生の
ジェッシー君に 2 月分の
お小遣いを渡しました。

伊藤哲朗副会長
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青少年交換だより
2 月 10 日、カナダの成田浩規君から 1 月
のマンスリーレポートが届きました。
学校の状況
冬休みが明けてから、日本でいう期末試験のよ
うな大きなテストがありました。 試験は 4 日間で、
自分は物理と数学の科目が試験に該当したので、2
日間学校に行き試験を受けました。 テストが一通
り終わった次の日にはすぐに 2 学期が始まりまし
た。
2 学期の授業としては、数学、体育、合唱、合
奏、インテリアデザイン、コンピュータサイエン
ス（プログラミング）と、1 コマ分スペアといい
何も授業がない時間をとりました。 数学は先生と
相談し 2 年生の分では授業内容が簡単だったので、
ブラジルからの留学生のフィリペと一緒に 3 年生
分を受けています。 実は 3 年生の内容でもまだ簡
単で、フィリペもそうであるらしく「この問題知
ってる」などと話したりしています。
体育は日本で受けたものより厳しく、毎日授業
はあるのですがそのほとんどの日にランニングや
筋トレなどがあります。 ですがカナダに来てから、
というより高専に入ってから運動不足気味だった
自分にとってはちょうどいいかなと思いながら毎
日走っています。
合唱、合奏は 1、2 学期合わせて 1 単位なので、
変わらず受け続けています。授業内容も 1 学期の
時と変わりません。インテリアデザインの授業も
フィリペと一緒に受けています。 「せっかくカナ
ダに来て普通高校に行っているのに、高専にいた
ころと同じようなことをしていてはもったいな
い」と思いこの授業を受けようと決めました。 内
容はその名の通り部屋のインテリア、デザインな
どについて考えるといったものです。
プログラミングにはもともと少し興味があり勉
強してみたいなぁとは思っていましたが、高専で
の学科は電気電子、なかなか機会がありませんで
した。独学で学ぼうにも難しいだろうと勝手に決
めつけて行動には移せないでいました。そこで 2
学期の授業として見つけたのがこのコンピュータ
サイエンス。 ちょうど学べる機会があるじゃない
かと飛びつきました。 はじめはこの授業がある時
間にフランス語の授業をとろうと考えていました
が、先生や友達と相談し、自分の判断でプログラ
ミングの授業をとることを決めました。やはり専
門科目なので専門の用語が多いので、その定義を
先生がまとめてノートにしてありますが、その定
義の中にも自分の知らない単語がたくさん出てく
るという事態にすごく困惑しました。 翻訳機を使
ったり、周りの友達に聞いたりしてついていけて
いますが、これからまだまだたくさんの単語が出
てくると思うので少し心配になっています。

スペアの時間には最初は生物の授業をとってい
ましたが、生物の授業もコンピュータサイエンス
と同じくらいたくさんの単語が出てきて、2 つの
授業についていくのはさすがに難しいと感じたの
で生物を取り消し、スペアにすることでその時間
を英単語の勉強の時間にあてることにしました。
ホストロータリークラブとの関係(4 回出席)
1 月 10～13 日に地区で旅行に行きました。 バ
スで約 4 時間強と長い間揺られ着いたのがメルフ
ォートという町でした。 そこでスノーボーディン
グ、スイミング、大きな馬車に乗ること、スノウ
モビル、などをしてきました。 スノーボーディン
グは人生で初めてでしたが、初めてにしてはうま
く乗ることができました。 スイミングプールには
多きい波を作る装置がついていて、スノーボーデ
ィングで筋肉痛になり、動かない体でおぼれかけ
ながらもほかの留学生たちと遊びました。 スノウ
モビルはドライバーの方がすごく早く運転して、
まるでジェットコースターにのっているかのよう
な臨場感でした。 他にはホッケーの試合を観戦し
たり、オリンピックゲームと称しみんなでミニゲ
ーム大会をしたりしました。
23 日の例会はフィリペのプレゼンテーション
のため夕方に開かれました。 夕食はブラジリアン
料理を振舞い、そこで集まったお金はポリオへの
募金とフィリペのウェスターントリップという帰
国前最後にある大きな旅行の資金のために使われ
るそうです。 自分も料理を作る手伝いをしました。
また次は自分の番で、募金を募るためなにか案を
考えています。
その他の近況
友達との関係などすこぶる順調です。 すごく仲
の良い友達もたくさんできました。

次回例会
第 2959 回≪西尾張分区ＩＭ≫
■例会変更 2 月 21 日(金)⇒ 22 日(土)
場所：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ
時間：受 付 15：30～
第一部 16：00～17：50 式 典
第二部 18：00～19：20 懇親会
次々回例会
第 2960 回 ’14 年 2 月 28 日（金）
卓話担当：稲川明俊君
講
師：津島市立図書館副館長
園田俊介氏
演
題：「津島市の誕生
～戦後の津島の記録写真～」
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