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ロータリーソング  ｢それでこそロータリー｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  「米山奨学生スピーチ」 

              米山奨学生  于 廉吉さん 
 

 

 

本日は、１０月の米山月間に因み、当クラブでお世話をしております、

于 廉吉さんに卓話を頂くこととなっております。于さん、本日はよろ

しくお願いいたします。ここで少し米山記念奨学会についてお話を

させていただきます。皆さん既にご承知の通り、米山記念奨学会は

日本最初のﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞである東京ＲＣﾞが、日本のﾛｰﾀﾘｰの礎を築

き、１９２０年の東京ＲＣの創立に貢献した米山梅吉氏を記念して構

想を練り、１９５２年に「平和日本」の理解を促す願いを込めて発足し

たものでございます。やがて日本の全ｸﾗﾌﾞに支持されて共同事業と

なり、１９６７年、当時の文部省（現文部科学省）の許可を得て、財団

法人ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会となりました。 なお、新公益法人制度

の施行に伴い、２０１２年１月４日より公益財団法人へと移行しており

ます。皆様からいただいた浄財は、経費処理が認められております。

米山記念奨学事業は、日本のﾛｰﾀﾘｱﾝが作り育てた国際奉仕ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑであり、事業の推進は全国８万人のﾛｰﾀﾘｱﾝの寄付によって支えら

れています。私が入会した頃は、全国で１０００人の奨学生を支援し

ておりましたが、会員の減少による寄付金の低下により８００人に減り、

今年度から７００人に減少いたしました。また地区学友会の活動は、

現役奨学生が、日本で良い思い出をより多く残すことを願い、研修 

 

旅行や企業訪問などを通じて日本の文化や伝統に触れ、また、親

身に世話をしてくれるﾛｰﾀﾘｱﾝと出会うことで日本を好きになってく

れることを願っております。同時に、留学中の悩みや困難の相談相

手になるよう活動を続けております。近年、中国や韓国との関係が

気まずくなっておりますが、ﾛｰﾀﾘｰの真髄がＲＩの第一標語でありま

す「超我の奉仕」であるとするならば、それぞれの思想や感情に流さ

れることなく、人と人との関係を重視し、地道に交流を続けることが大

切であろうと考えております。私は、岩森ｶﾞﾊﾞﾅｰ年度に地区米山奨

学委員会の委員長をさせて頂き、前後３年間の関わりの中で、優秀

で青雲の志を持った素晴らしい奨学生とふれあい、人として彼らの

世話を続けることが、本当の日本や日本人を理解してくれる近道だ

と思っております。 

また、これこそがﾛｰﾀﾘｱﾝの求める真の国際平和や国際親善の活動

であると信じており現在、地区学友会の顧問として活動しております。 

先日、地区米山学友会の島崎会長から、例年通り年３０００円の賛助

会費の依頼が来ておりまして、粟屋委員長から会員の皆様にお願

いがあると思いますが、米山奨学生を支援する学友会へのご理解を

いただきまして、ご協力頂きますようよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

*次週３１日(木)は休会です。 

*１１月例会予定表（BOX 配布） 

*会員名簿追加貼りシール（BOX 配布） 

*ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学事業豆辞典（BOX 配布） 
 

 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会  山坂委員長 

*１１/１４(木)入会３年未満会員を囲む会開催 場所：かなわ 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会  鈴木委員長 

*１１/２８(木)祝寿の会開催 場所：ビアローゼン 

社会奉仕委員会  合田委員長 

*例会終了後、委員会開催 
 

 

 

ゴルフ同好会  佐藤会員 

*１０月例会成績発表 

 優勝 久保田宏温会員 

 ２位  山下正司会員 

 ３位 山坂淑子さん 

 

おめでとうございます。 

 

■本日の例会    ２０１３年１１月７日（木）    第２１５５回 

国歌斉唱 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和   職業奉仕委員会 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会員誕生祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『人生一世紀時代にこう変わる！ 

これからの生活支援サービス』 
 ～知っていますか？ほんとうの生活ﾆｰｽﾞ～ 

 リエゾン地域福祉研究所 

 代表  丸山  法子 様 

前回例報告    ２０１３年１０月２４日（木）  第２１５４回

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

委員会報告 

同好会報告 
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【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 于さん、

本日の卓話楽しみにしてます。よろしくお願いします。 

久保田会員★★ 今月の多打喜会ではﾊﾝﾃﾞに恵まれ優勝出

来ました。感謝しております。しかし最終１８番ﾎｰﾙでＷﾎﾞｷﾞｰを

叩き、悲願のｴｰｼﾞｼｭｰﾄに２打及ばず残念、２０枚拠出します。 

山下(正)会員 何と言うことでしょう？１０/２０（日）の多打喜会で

６ｱﾝﾀﾞｰで２位。ぶっちぎりの久保田さん優勝おめでとうございま

す。あと一歩でｴｲｼﾃﾝｼｭｰﾄでしたね。今度は久保田さんのい

ない時にｺｯｿﾘ優勝を狙います。 

岩森会員 先日ﾜｲﾌの誕生祝いに美しい花を届けて頂き、あり

がとうございました。美智子妃殿下の誕生日と同じ日です。 

前回例会(１０/１７)にて野球同好会の広京会報告でお名前の挙

がった方よりご出宝頂きました。山下(正)会員･神農会員･久保

(豊)会員･中山会員･杉町会員･吉永会員･上河内会員･二井本

会員･本田会員･東会員･坪内会員･岡部会員 
 

当日計 44,000 円（内、ｗｅｂ30,000 円） 累計 761,200 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『米山奨学生スピーチ』 

 

米山奨学生 于 廉吉さん 

皆さんこんにちは。今年の４月

から、広島北ＲＣの米山奨学

生としてお世話になっておりま

す、于 廉吉（ｳ ﾚﾝｷﾂ）と申し

ます。 

まず、私の名前の由来につい

て紹介します。 

私は于 廉吉です。小さい頃からずっと考えていました。それは、

なぜ私の名前は于 廉吉というのか？なぜ男っぽい名前を付け

られたのかということです？小学生の頃、母からこのようなことを

聞かされました父の名前は于、母の名前は廉です。父と母の名

前を組み合わせ、于と廉その後ろに「吉」をつけたのだそうです。

これには、特別の意味があります。私は父と母の名前一字ずつ

を受け継いだ二人の宝物だという意味です。吉の字のもつ「人

生でいいことがありますように」という両親の希望です。 

次は今までの私の人生について紹介します。１９８８年１０月に吉

林省の延吉で生まれました。子供の時、父と母の仕事が忙しい

ので、私は田舎のおばちゃんの家で育てもらいました。私の一

番好きな人はおばちゃんです。おばちゃんはいつも笑顔で人に

接し、美味し料理が出来ると周りの人たちに分けてあげます。そ

して誰かが困った時にはすぐ助けてあげます。おばちゃんから

教えてもらったことは、人間は誰でも一人で生きていけない、お

互いに助け合い、そして、人生は円満になるということです。私

のおばちゃんは高等教育を受けておらず、特技もありませんで

した。しかし、私のおばちゃんは偉い人だと思っています。おば

ちゃんのおかげで、私には幸せな子供時代がありました。中学

の時、いい教育を受けるために、私は父と母のそばに戻りました。

その時に初めて日本のｱﾆﾒを見ました。そして、ｱﾆﾒ中の人物に

熱中しました。例えば、名偵探ｺﾅﾝは私が一番好きなｱﾆﾒｰｼｮﾝ

のｷｬﾗｸﾀｰです。そして、日本のｱﾆﾒと日本に興味に持ち、日本

語を勉強したいと日本に来ることが夢になりました。そして、高校

を卒業して、両親のおかげで日本に留学できました。２００８年１

０月１８日のことです。初めて日本の土地に踏んだ時、めちゃめ 

 

ちゃ喜んで涙がなかなかとまらない、最初来日した時の夢は、一

生懸命勉強をして、仕事をして、お金をもうけて、おしゃれな服

を着て、旅行をし、美味しいものを食べて、日本での生活が毎

日に楽しんでいく、人生を思いっきり楽しんでいくことでした。 

しかし、今は違います。私のためでなく人のために生きることで

す。ﾛｰﾀﾘｰの人たちとの関わりの中でこのような気持ちが強くな

りました。なぜ、私の考え方が変わったのか？ここで私の体験を

皆さんに紹介します。最初日本に来たばかり時、日本語が全然

話せず、生活にもすごく困りました。例えば、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰを買

いたい、でも、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの日本語の言い方がわからない、

困ったときに思い出しました。ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの漢字と中国語ﾄｲﾚ

ｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの漢字が同じだったと思いました。そして、店員さんに

『手紙』のという漢字を書いて見せました、でもﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰで

はなく本当の手紙を持って来ました。私はすごく恥ずかしかった

です。しかし、日本人の店員さんは私のことを笑ってなかった。

逆に一生懸命にﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰを探してくれました、小さいことで

すけど、私は本当に感動しました。店員さんの親切、真面目、笑

顔、すごく優しくしてくれた態度で感動させられました。 

毎日、私の生活の中でそのような幸せを感じられることがよく起

きます。その中で、一番強く記憶に残っていることは、日本に来

たばかりの時に、授業を終わって家に帰る途中で事故に遭いま

した。全身に色んな傷ができ、意識もなくて病院に運ばれ、色ん

な検査を受けました。一番痛くて酷い傷は目の下の傷で、すごく

深くて長い傷でした。私はすごく落ち込みました。顔の傷をすご

く心配しました。悪いことはしていないのになんで私にこんなこと

が、と信じられなかったのです。その日は夜中まで泣き続けまし

た。その時の私は日本語があまり喋れないし、日本で家族はい

ないし、親戚もいないので、本当にめちゃくちゃ寂しくて悲しか

った。でも、その時、心の支えになってくれた人々がいます。学

校の先生たちと日本にいる友達です。私の痛みを分ち合ってく

れたり、勇気の出る言葉をかけてくれたりして、落ち込んでいた

私を救ってくれたのです。皆さんから前に進む力をもらいました、

事故で急に死んだ人、癌の病気がある人、貧しい国の子供たち

に比べたら、私は本当に幸せです、いい教育を受けて、美味し

い料理を食べて、事故はありましたが、なんとか治ります。そして、

関心をしてくれた人々ためにも落ち込んではいられない、頑張ら

なきゃと思いました。すべての困難を乗り越えたら、自分の考え

方も変わりました。私は一体何のために生きているの？何のた

めに勉強をしているの？お金のため？地位のため？ブランドの

車を買うことため？こんような人生は何の意味があるのか？ 

本当の人生の意味を教えてくれた人々はﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様です。

ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様から人というものは一人でいきていけない。お互

い助け合い、人のために生きようを教えてもらいました。 

また、ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様とのお付き合いの時、「例会」に参加する

たびに、ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様からとても多くのことを学ばせていただ

きました。あらゆる面で広角な人生勉強をさせて頂いております。

高い意識、社会に奉仕の心、他人を思いやる心、そしていわゆ

る道徳といわれるものに溢れるﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様と交流できること

が大きな刺激となって、私は様々なものの見方や価値観に触れ

ることができました。これから自分の方向性や一般社会人として

のあるべき姿を改めて考えるﾁｬﾝｽをくださったことに、心から感

謝いたします。 

米山奨学生になってから一番ありがたく感じたのは何かと申しま

すと、やはり、ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様からのご支援をいただくことで、勉

学に専念できたことだと思います。私はこの恩恵を受けたおか

げで、勉強に励むと同時に各国の留学生との交流、とそしてﾛｰ

ﾀﾘｱﾝの皆様との交流を通じて、習慣・文化の違いに触れること

ができて肌で日本文化の理解がさらに深くなったと思います。  

最後に故郷の紹介をします。 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

卓話 
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私の故郷は中国の延吉です。今から延吉市観光ガイドについ

てお話をいたします。よろしくお願いします。中国の延吉市につ

いては、五つ部分に分けて紹介いたします。 

１．都市紹介 

延吉は中国の北部、

中国の大連から近

いところです。 

延吉市の人口は約

５０万人で、とても活

気のある都市です。

延吉市の気候は温

帯海洋性気候で、き

れいな四季が際立

つ自然に恵まれて

いるところです。それと、韓国に近接していて地理的に有利なの

で、海外からの投資や観光客が増えています。最近は都市建

設も進んでいる一方で、川沿いに３０階近い高層ビルが立ち並

びつつあります。陽気な近代都市ともいえるでしょう。 

 

２. 観光スポット 

私の故郷と言えば一番の自慢はやはり長白山(韓国では白頭山

と呼んでいる)です。平均標高が２５００メートル以上の山々が連

立していて、北朝鮮と中国の間の天然の塞になっているのです。

私も２回程行ったが、

何度行っても行きたく

なるところです。さらに、

ここは世界一高い活火

山の湖⇒天池があっ

て、また世界各地から

の脚光を浴びています。

春の長白山、秋の長

白山、冬の長白山と温

泉たまご、温泉とうもろこし、温泉ｿｰｾｰｼﾞ｡ 

防川（よけがわ） 防川は、中国・ロシア・北朝鮮三国の境界線

です。 防川には望海閣(のぞみかく)という建物があり、そこから

三国及び日本海の水平線を望むことができます。 高い所に登

って遠くを見渡すと、三国の風景が目前に広がり、「ニワトリの鳴

き声は三国に聞こえ、犬の遠吠えは三国を驚かす。花が咲くと

隣近所まで芳しく、笑い声は三国に響く」という言い伝えを実感

することができます。 

蓮花湖公園 

 
 

３. 食べる グメル 

町中に出かけるといたるところに韓国料理や韓国ﾌｧｯｼｮﾝがあ

ふれて、ちょっとした異国の雰囲気を感じることができます。冷麺

や犬肉鍋、羊焼肉、石焼ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞ、ｻﾑｹﾞﾀﾝ、焼き辛味魚などは

延吉を代表する食べ物です。今私は日本に住んでいるのです

が、故郷のおいしい料理を時々思い出します。故郷の料理は私

にとって、とても大切なものです。 

 

 

 

  
 
 

４. 買う ショップ 

１ 本場で手に入れたい

長白山人参 

 

２ 高貴な漢方薬ﾛｸｼﾞｮｳ  

３ 伝統的漬物 白菜ｷﾑ

ﾁ、辛味明太子 大変安

くお買い得です。 

 

 

５ 楽しむ エンターテインメント 

延吉の伝統的衣装に身を包み中国美人に大変身！ 

 
 

最後になりましたが、毎月、「ﾛｰﾀﾘｰの友」を拝読して、ﾛｰﾀﾘｱﾝ

の方々が各地域で国際交流と奉仕活動に活躍していることが伺

えます。皆様のすばらしい精神に深く感服させられ、自分も心が

豊かになり、人を幸せにさせる気持ちが強くなってきました。また、

米山奨学生になってから日中交流の掛け橋の役目を果たし、自

分も一人のﾛｰﾀﾘｱﾝになれるように頑張って生きていきたいと思

うようになりました。日本でのすべての出会いと思い出が、自分

の人生の宝物になり、一生忘れることができません。最後に、そ

の幸せをくださった皆様にも

う一度お礼を言わせて下さ

い。ﾛｰﾀﾘｱﾝの皆様本当に

有難う御座います。 

ご清聴ありがとうございまし

た。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１０月２４日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７０名  欠席 １５名  ゲスト １名 

１０月１０日例会出席率  １００％ 

■来客紹介   ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

于 廉吉 さん（米山奨学生） 

■次回例会  ２０１３年１１月１４日（木）１２：３０～ 

卓話 「新会員自己紹介」 

    武部 清史 会員 

    金井 次郎 会員 

食事 洋食 


