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会長卓話 

 

長谷川 真也 会長 

先週のガバナー公式訪問では、皆様お疲れ様で

した。無事終わる事が出来ました。 

そして月曜日に行われた地区ゴルフ大会、参加さ

れた方御苦労様でした。当日は、雨で気温も低い状

態で大変だったと思いますがお疲れ様でした。まず

は、今月号のガバナー月誌にインターアクト年次大

会の記事が有りますが、その内容についてお話いた

します。 

冒頭の謝罪の記事は、当日のプログラムに挨拶が

ひとつ抜けた事ですが地区とクラブの確認不足で起

こった記事です。ただ個人的にこんな記事は、載せる

必要は、ないと思いました。 

つづきまして明日浪江ロータリークラブに表敬訪問

します。私も参加予定でしたが公務が入り参加出来
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ず、すみませんでした。浪江友好委員会松井委員長

始め参加される会員の方宜しくお願いします。 

最後になりますが、次々年度会長の指名委員会委

員長に松井直前会長に一任いたします。 

これで本日の卓話を終わります。 

 

 

 

お客様挨拶 

 

米山奨学部門 増進委員 

瀬尾 拓也 様 

皆様こんにちは。今日は米山の奨学生の卓話と言

う事で、付き添いだけで参りました。北クラブの皆様に

はいつも大変お世話になっております。特に昨年度

は皆様ご承知の通りでありまして、いろいろとご支援と

ご協力を頂きまして、誠にありがとうございました。こ

の場をお借りして、御礼を申し上げます。 

また後程、奨学生の卓話がございますので、どうか

ちょっとお耳を貸して頂きながら、皆様の活性化につ

ながっていければと思っております。また、その裏に

は、皆様お察しの通り、寄付の増進と言う事がござい

ますので、是非、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

誕生・結婚祝い 

 

誕生祝い 

小林 政一 会員 ・ 酒井 新樹 会員 

伊藤 純 会員 ・ 近藤 慎悟 会員 

結婚祝い 

関 雄二郎 会員 ・ 堀野 眞孝 会員 

一柳 昌利 会員 ・ 岡﨑 勲 会員 

会田 謙二 会員 ・ 鈴木 由也 会員 

木村 二夫 会員 ・ 小林 操 会員 

長谷川 真也 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

長島 洋一 会員 

・～ おめでとうございます！ ～・ 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

・地区より、地区大会のパンフレットが届きましたので
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メールボックスに入れました。100％で登録しており

ますので、皆様のご参加を宜しくお願い致します。 

・クラブより、入会予定者の吉田実さんについて、異

議申し立てがありませんでしたので、本日より入会の

手続きを進めます。 

・IM ゴルフと植樹の出欠席をまだ頂いていない方は、

本日例会中にリストを回しますので、記入をお願い

致します。 

・ガバナー月信を忘れる方が多いので、名前を書い

ておきました。万が一忘れた場合には、再度メール

ボックスにお戻し致しますので、次回忘れずにお持

ち帰り頂けるよう、お願い致します。 

 

 

雑誌記事紹介 

 

ロータリー情報委員会 関 雄二郎 会員 

 

・「ロータリーの友紹介 一年間を振り返って」 

一年間の記事紹介について、どの様に臨むか考

え、次のような段取りで毎回進める事に決めた。 

1. 毎回記事全部を洩らすことなく目を通す。 

2. 理解できない記事については 3回読んでみる。 

3. 分からない単語（漢字・英語）・記事については

辞書・インターネット等で調べる。 

4. 各記事紹介については要約して紹介、重要な部

分は原文のまま紹介。 

5. 友の内容から関連した新聞記事・雑誌記事等の

紹介ができないか。 

6. 記事内容と会員の職業と関連して会員からコメン

トをもらえないか。  

また、記事紹介の目的は、ロータリーの「歴史・活

動・ 本質」を理解することに如何に役立てる事ができ

るか。クラブの方針、会員の今後の活動にヒントを提

供できるか。入会間もない会員のロータリーの理解の

手助けになるか。等々を考えながら一年が経過いた

しました。 

 

一年間に様々な驚き、感動、発見が有りました。  

1. 各クラブが様々な奉仕に取り組み、長く継続して

いる事 

2. 後進国への奉仕活動が多い事 

3. ロータリーの多様性は様々な職業の会員がいる

からだと言う事 

4. ロータリーの変質、現状の理解 

5. ロータリーについて意外と知らない事の発見 

 

記憶に残る記事 

8月号 日本・トルコの礎 

10月号 職業奉仕について 

11月号 GSE（研究グループ交換）→VTT（職業

研修チーム） 

1月号 新企画 わがまちそしてロータリー 甲府市 

3月号 講演 はやぶさ 

複数号で ポリオ撲滅の現状 宗教記事 

1月号・4月号 聞きなれないロータリー用語 

※未来の夢 SAKUJI大作戦 ロータリー希望の

風奨学金 E クラブ グローバル補助金 VTT バギオ

基金 ファンドレイジング ロータリー衛星クラブ ポリ

オプラス 

最後に大変勉強になりました。記事紹介はメンバ

ーの中堅クラスの人がいいと思います。 
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卓 話 

 

米山奨学生 林 筱軒 さん  

皆さんこんにちは。林筱軒（リン ショウケン）と申し

ます。台湾の台北出身です。今日は初めての卓話で

とても緊張しています。宜しくお願い致します。 

私の名前の「林」は家族の名前です。筱軒の「筱」

は漢字を見ると上の部分が「竹」の意味が入っていま

す。「軒」は昔の中国語で、「図書館」とか「読書」と言

う事です。「静かな竹林の中の世間と隔絶される部屋

で、読書と勉強と自分の趣味を育成する事ができるよ

うに。」それは、私の両親からの希望です。名前も、生

まれてきて、両親からもらう最初のプレゼントだと思っ

ています。 

私は 1992年 11月 11日に生まれました。台湾の

台北出身で、2011年に高校を卒業しました。そして

2015年に大学を卒業してから、日本に来て、2016

年に日本工業大学の大学院に入りました。そしてそ

の年、米山奨学生になりました。 

私の趣味と興味のあることは、夜景を見る事と、旅

行する事です。時間があれば料理もしています。 

 

続いて、私の家族を紹介したいと思います。私は

父、母、姉、妹、弟の 6人家族です。 

写真の左端に写っているのが姉ですが、よく似て

いると言われます。どうですか？ 

 

私の世話クラブは、幸手中央クラブです。例会場

は隣がゴルフ練習場になっています。例会は毎週火

曜日の 19時～20時です。ここと同じようにおいしい

お弁当が出て会食をします。これも私の毎週の楽し

みな事です。 

 

例会では、「今何をやっているか」と言うスピーチを

します。 

 

私のカウンセラーの石橋さんです。 
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毎回例会ではテーマが違い、いろいろなイベントも

あります。私が一番好きな例会は野球のイベントで

す。 

 

この時は、巨人 vs.阪神の伝統の一戦を観に行き

ました。例会場で集まって、皆でバスに乗って行きま

した。その日は皆さんからいっぱいプレゼントをもらっ

て、すごく嬉しかったです。その他に、焼き肉の例会

があります。いろいろな美味しい物を食べました。そ

の日はとても楽しかったです。 

 

私の通っている学校は、日本工業大学です。2015

年の 8月 18日に来日し、留学生別科に入りました。

日本語もこの時から勉強を始めました。 

 

こちらは留学生別科の卒業式です。いつもお世

話になっていた高橋先生と撮りました。その日は別

科を卒業してから、すぐに大学院に入学しました。 

 

私の学校にも美しい風景があります。去年私が雪

が降っている時に撮った写真です。とても美しい景

色です。ですが、私が一番好きなのは、学校の春で

す。桜が満開の時は本当にきれいなところです。私

は暇な時によく図書館に行きますが、その図書館は

学校の先生方が建てたものです。 

私は建築デザインの修士 2 年生です。黒津研究

室に在籍しています。ゼミの先生は黒津髙行教授で

す。論文テーマは『昭和初期の家具カタログにみる

西洋家具の国風化』です。私たちも教授と一緒に調

査に行きました。 

 

写真は今年の 8 月に館林に行って調べた、水

塚（みづか）と言う建物です。館林水塚とは洪水

の際に避難する水防施設です。1 階には米俵や味

噌樽、醤油などの食料を保管しておき、2 階には布

団やちゃぶ台、衣類を入れた長持や行李などの生
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活道具を保管していました。この建物は 100 年くら

いの歴史があります。今はそのまま保存されていま

す。古い建物は、日本の建物の技術を見られます。

素晴らしい技術です。 

私の研究の内容は、昭和 4 年から 7 年の 4冊の

家具カタログに登録されている家具を比較して、日

本の西洋化にどのような変遷があるのかを調べます。

日本の家具の近代化の過程についてはまだ不明な

事が多いです。私はこのカタログで日本の家具の歴

史を、探したいと思っています。 

 

続いては私の出身の台湾について紹介したいと

思います。 

私の出身は台湾の台北です。面積は 36,193 平

方㎞です。人口は 2,355 万人です。こちらはただの

数字ですが、わかりやすく言うと、日本は台湾の約

10.5倍の面積があり、とても大きいです。 

 

こちらはアメリカの NASA で撮られた台湾の夜景

です。台湾は西から東に向けて発展しています。こ

の写真をみるとわかりやすいです。隣は中国です。

写真では、左の方が右より明るいですよね。この写

真から、台湾発展の歴史を見られます。 

 

台湾で一番高い建物は、台北の「101」です（高さ

509.2m、地上 101階、地下 5階）。私も台北の出身

ですが、まだ 101 の一番高い所に上ったことがあり

ません。 

 

台湾の特徴は「夜市」です。日本のお祭りの出店

のようですが、台湾では毎日やっています。美味し

い食べ物やおもちゃなど、面白い物がいっぱいあり

ます。皆さんも台湾に行くことがあったら、是非行っ

てみて下さい。 
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台湾で一番古いお寺も、台北にあります。1738

年に創建された「龍山寺」と言うお寺です。日本の浅

草寺のようなところです。 

 

こちらは台湾の総統府です。建物は日本統治時

代の1919年に完成した建物（設計：長野宇平治）で、

台湾総督府として利用されていました。第二次世界

大戦の時、アメリカ軍による空襲によって内部が全

焼し、中にいた職員の多くが死傷、建物も大きく破

損しました。世界大戦終結後に台湾へ進駐した中

華民国政府が接収し修復を行った為、1948 年に元

に戻りました。とても素晴らしい建物だと思います。 

続いては台湾の食べ物ですが、私は「臭豆腐」を

お勧めします。臭いがきついので日本の納豆と同じ

ように、食べれる人は食べれますが、食べれない人

は食べれません。それから「ホルモン麺線」。これは

細い麺を使っていて、上にホルモンを乗せて合わせ

て食べます。私は辛い物が大好きなので、チリソー

スをいっぱい入れます。「牛肉麺」も有名です。日本

のラーメンに近いものです。日常的な食べ物です。

あとは「タピオカミルクティー」が有名です。今は渋谷

にも台湾のお店ができました。おいしかったです。 

 

後は留学生の先輩や後輩と旅行に行くのが好き

です。写真は今年の 8 月に熱海に行った時の物で

す。この時初めて日本の海を見ました。台風が来て

いたのに人がいっぱいでした。 

足利のフラワｰパークでは藤を見て、東京のスカ

イツリーと東京タワーも行きました。夜に行ったので

すが、とてもきれいでした。東京 23 区にいろいろ行

きましたが、日本は本当に発展していて、夜と朝の

景色が全然違っていますね。 

日本の食べ物で大好きなのは、もつ鍋や焼き肉、

玉子焼き。かき氷も美味しかったです。日本の海鮮

もとても美味しかったです。 

 

私は米山奨学生になってから、色々な国の友達

が出来ました。どの国の人達と話しても、世界的な

視点や考え方がもらえます。皆さん本当に明るくて

親切です。私たちは家族みたいな友達です。 
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こちらは旅行に行った時に撮った写真です。米山

奨学生になってから、例会や活動などいろいろなイ

ベントがあります。その中でみんなと一緒にいろいろ

なところに行きました。すごく楽しかったです。 

 

私は日本に来て、もう2年くらい経ちました。この2

年間、学校の先生達にもとてもお世話になっていま

す。前のアルバイトのマスターにもいろいろお世話

になって、日本の事をたくさん教えて頂きました。 

米山奨学生になって初めて幸手中央クラブに行

った時、とても緊張していたのですが、クラブの皆さ

んに「今から私たちはあなたの日本の家族だよ」と言

ってもらえました。本当に心から感動しています。日

本に来てから、米山奨学金をもらっていろいろな方

に出会えて、本当に幸せだなと思っています。 

緊張して早口になってしまいましたが、ご清聴あり

がとうございました。 

 

 

      

 

・米山記念奨学部門 増進委員 瀬尾拓也様、米山

記念奨学生 林筱軒様、ようこそ。本日は卓話宜しく

お願いします。結婚祝いありがとうございます。 

長谷川真也 

・お客様いらっしゃいませ。卓話宜しくお願い致しま

す。 

大島直幸 

・本日は卓話にお招き頂き、ありがとうございます。引

き続き、米山記念奨学事業にご協力をお願い致しま

す。 

米山記念奨学部門 増進委員 瀬尾拓也 

・世界平和の為に！ 

石井知章・山本正乃・大濱裕広 

・先日はモンゴル大統領とお会いする機会に恵まれ、

今後、交流が深まればと思っています。 

関森初義 

・誕生祝い、ありがとうございます。 

橋本哲寿・伊藤純・近藤慎悟・酒井新樹・小林政一 

・本日例会欠席。結婚祝いありがとうございます。 

堀野眞孝 

・結婚祝いありがとうございます。 

会田謙二・岡﨑勲・木村二夫・深野秀樹 

・お客様ようこそ。本日もよろしくお願い致します。 

佐藤要・市川洋和 

・瀬尾さんようこそ！昨年度はお疲れ様でした。 

須賀篤史 

・瀬尾さん、林さん、ようこそ。 

中澤伸浩 

・地区米山記念奨学委員会、瀬尾様。米山奨学生、

林様、ようこそ！本日卓話宜しくお願い致します。 

大熊正行・宮﨑敏博・松﨑義一・松井昭夫・青木清 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         15名 

出席者            43名 

出席率             86% 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

