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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

10 月 8 日から寒露となり、秋が本格的に深まる季

節になってきました。 

本日は米山記念奨学生の卓話ということで、米山

記念奨学会についておさらいをしたいと思います。 

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの

創立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念し

て発足しました。1952 年に東京ロータリー･クラブで

始められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共

同事業に発展し、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

学会となりました。 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、勉

学・研究のために日本に在留している私費外国人留

学生に対し、日本全国のロータリアンからの寄付金を

財源に奨学金を支給し支援する、民間の奨学財団で

す。 

目的は将来母国と日本と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です。 
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年間の奨学生採用数は約 900人、事業費は約 14

億 4700万円（2020-21年度決算）と、国内では民間

最大の国際奨学事業となっています。これまでに支

援してきた奨学生数は、累計で 22,875人（2022年 7

月現在）。その出身国は、世界 129 の国と地域に及

びます。 

また、米山記念奨学会の大きな特徴は、奨学金に

よる経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自

の世話クラブとカウンセラー制度による心の通った支

援があることです。 

 

さて、10 月 31日のハロウィンは、11 月 1 日にキリ

スト教の諸聖人に祈りを捧げる祝日「諸聖人の日」

「万聖節」の前夜祭という意味で、ヨーロッパ発祥のお

祭りです。秋の収穫をお祝いし、先祖の霊をお迎え

するとともに悪霊を追い払うお祭りで、古代ケルト人が

行っていたお祭りに由来します。 

ハロウィンは、古代ケルトのドゥルイド教で行われて

いたサウィン祭が起源といわれています。古代ケルト

の暦では、11 月 1 日が新年とされ、大晦日にあたる

10月 31日の夜に先祖の霊が戻ってくると信じられて

いました。しかし、悪霊も一緒にやって来て、作物に

悪い影響を与えたり、子どもをさらったり、現世の人間

たちに悪いことをするといわれていました。そこで

人々は、身を守るために仮面や仮装をして仲間に見

せかけたり、魔除けの焚き火を行ったりしたといわれ

ます。 

 現在のような形になったのは 19 世紀の後半で、

移民とともにアメリカに伝わりました。 

ハロウィンのシンボルとしてよく目にするのが、目と

口と鼻をくり抜いて中にキャンドルを灯したかぼちゃ

のランタンですが、実はこのランタンには、「ジャック・

オー・ランタン」という名前が付いています。ジャックと

は、アイルランドの物語に登場する男の名前で、生前、

悪いことばかりしていたジャックは、魂を取ろうとやっ

てきた悪魔を騙したため、地獄に堕ちることもできず、

死んだ後もランタンに火を灯して闇夜をさまよい続け

たというお話です。 

ちなみに最初はカブがつかわれていましたが、アメ

リカにハロウィンが伝わってからかぼちゃになったそう

です。怖い顔にくり抜いて部屋の窓辺などに飾ると魔

除けの役割を果たし、悪霊を怖がらせて追い払える

そうです。 

ハロウィンでは仮装をしますが、ハロウィンになると

先祖の霊と一緒に悪霊や魔女もやってきて、人間た

ちに災いをもたらしたり、いたずらをするとされたため、

身を守るために悪霊や魔女の恰好をして仲間に見せ

かけたのが、その始まりだそうです。また、悪霊たちが

その恰好を見て驚いて逃げるという説もあります。 

魔女、ゴースト、ゾンビ、ドラキュラ、ガイコツ、黒猫、

狼男、フランケンシュタインといった恐ろしい怪物や

怖いものに仮装するのが定番ですが、近年はなんで

もありになってきています。 

ハロウィンといえば、仮装をした子どもたちが街を

練り歩き、「トリック・オア・トリート」と玄関先で声をかけ

てお菓子をねだる、というのがありますが、「トリック・オ

ア・トリート」と言われたら、大人たちは「ハッピーハロ

ウィン」と答えて、お菓子を渡すのが習わしになって

います。この場合のお菓子には、悪霊を追い払うなど

の意味があるそうです。 

 

日本ではまだそれほど馴染みがないかもしれませ

んが、本場のハロウィンではパーティなどの余興とし

て「アップルボビング」という伝統的なゲームがあるそ

うです。水を入れた大きめのたらいにリンゴを浮かべ、

手を使わずに口でリンゴを取る遊びで、ハロウィンとリ

ンゴの収穫時期が重なっているため、このゲームが

誕生したそうです。競い方は、1 つのリンゴを取るまで

の時間を競う場合と、時間内に取れたリンゴの数を競

う場合の 2パターンがあるそうです。 
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幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・10月のロータリーレートは 145円です。 

・越谷 RC より 10月、越谷中 RC より 10、11月の例

会プログラムが届いております。 

・アトランタメトロ・ローターアクトクラブより気候変動を

テーマにしたオンラインイベントのご案内が届いて

おります。日本時間 10/15（土）23 時より開催予定

です。参加ご希望の方は幹事までお申し出くださ

い。 

 

結婚記念・誕生日祝い 

 

（結婚記念） 

須賀 篤史 会員 ・ 堀野 眞孝 会員 

一柳 昌利 会員 ・ 小林 操 会員 

長谷川 真也 会員 ・ 深野 秀樹 会員 

大塚 具視 会員 

（誕生日祝い）  

吉田 実 会員 ・ 酒井 新樹 会員 

伊藤 純 会員 ・ 近藤 慎悟 会員 

 

 

 

 

小林 操 会員 

結婚祝いありがとうございます。結婚した時の話を

します。実はうちの家内は大学の後輩で、私が大学 4

年生の時に 1年生で入ってきました。家内が大学生

の時に私と結婚するということになりまして、卒業前に

神社の研修を受け、卒業と同時に神主の資格を取っ

たと同時に越谷市役所に 3年間勤めました。というこ

とで、私はうまくやったなと思っています。 

私が今、ロータリーや会計事務所を続けられるのも

家内のおかげです。ありがとうございました。 

 

お客様挨拶 

 

シャジンバット ウスフバヤー 様 

 皆さん、こんにちは。本日この場に来る機会をくれ

た関森さんに感謝しています。私は日本に来て 18年

になり、7年間自分のお店をやっています。皆さんか

らもお世話になっていますので、私の事やお店のこと

もわかる人多いかと思います。仕事は夜でして、昼間

にはなかなかこういう事に出てこないため、新しい機

会となると考え参加させて頂きました。本日どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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委員会報告 

公共イメージ部門 関森 初義 委員長 

 本日例会終了後、すみやかに2委員会の合同委員

会を開催致します。テーマとしては「市民まつりにイン

スタ映えするスポット」ということで設置に関する内容

になります。時間的には 30 分程度で結論を出して、

行動に移りたいと思っておりますので、委員会の皆様

よろしくお願いいたします。 

 

外部卓話 

 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

『米山記念奨学生による卓話』 

(1) 自己紹介 

皆さん、こんにちは。今年度の奨学生、王学朋で

す。今は文教大学教育研究科学校教育の大学院生

二年生です。出身は中国の長春です。中国の東北

に位置し、とても寒い場所ですがとても美しく、毎年

四季がはっきりしていて冬は少し長くなります。冬の

最も寒い時はマイナス 30度以下になります。日本の

北海道に似ていますが、北海道は雪が多いです。 

 

(2) 留学生の生活について 

 私は 2018年 4月に日本に来ましたが、今でも日本

に来たばかりの様子を覚えています。当時は日本に

ついてあまり知られておらず、すべてに好奇心があり、

交通規則さえ中国のものとは違っていました。こうして

私は日本での第 1段階の学習生活を始めました。私

の留学生活は3つの段階に分けることができます。第

1段階は日本語学校の 2年間です。 

 日本語学校の間、私は料理を作ることを始めました。

日本に来る前はカップラーメンだけしか作れませんで

したし、ご飯も炊いたことがありませんでした。でも今

は自分の料理に自信があります。その時には各国の

友達もでき、皆さんと交流をすることができました。本

当に楽しかったです。 

 第 2段階は、私が文教大学で研究生に入った時で

す。その時の学生生活は私にとってとても大変でした。

丁度 2020年の時で、コロナが爆発して私は埼玉に

引っ越しました。その他、日本語学校の友達は帰国

したり、韓国に行ったり遠いところに行ってしまったり

しました。コロナ禍のため、学校の授業はオンライン

授業ばかりで、アルバイト探しにも失敗していました。

もちろんこの 1年は誰にとっても大変な 1年でしたが、

幸いにも私は運よく試験に合格できました。 

 第3段階は、今の大学院での学生生活です。この2

年間はとても忙しく、有意義な留学生活でした。この2

年間で私は多くのことを学び、自分が研究したい方

向を見つけることができました。日本の学校教育を深

く知る事ができて、これは私の未来の生活にとても役

に立つことでした。 

 私の 5年間の留学生活の中で最も重要なのは、私

が米山ロータリーに入ったことです。ここで私は多くの

人と知り合い、多くの友達ができ、クラブの皆さんとの

交流を通じて、私の将来の道についてもっとはっきり

と認識できました。 

日本で 5年間生活して、私は色々な人や事に出会

いました。楽しい時もあれば苦しい時もあり、諦めよう

とくじけた時もありますが、幸いにも私は苦難を乗り越

え最後に結果が伴いました。 

 

(3) 研究について 

 今研究しているテーマは「日本と中国における不登

校の概念と対策-日本における新たな動向からの示

唆-」です。中国における不登校の研究は 1980 年代

から行われていますが、その範囲は主に農村部に集
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中しており、都市部の不登校が人々の視野に入った

のは 1990 年代初頭のことです。しかし現在、中国の

都市不登校現象はまだ学術界でも問題視されておら

ず、独立した研究分野になっていません。 

中国都市不登校の特徴の一つは非経済的な理由

による不登校です。日本では 1950 年代にこのような

現象が現れ始め「不登校」の研究を引き起こしていま

す。豊富な研究成果を蓄積した結果、比較的系統的

な理論と実践システムを形成しました。 

急速な経済発展を背景に、中国、特に都市部では

日本の不登校と同様に経済的な理由ではなく、心理

的・情緒的な要因による不登校が発生しています。し

かし、既存の文献から見ると、中国の関連研究はまだ

伝統的な不登校の思考の枠組みから出ておらず、一

定の重複研究状況が存在しています。そのため、日

本のシステム化された不登校研究は中国の都市不登

校研究の視野を広げることが可能になります。このこ

とも私が研究したい理由の一つとなっています。 

 

(4) 将来について 

私の将来の計画、あるいは私の将来のやりたいこ

とについて私はずっと考えています。今現在、私は今

重要な選択に直面しており人生の岐路に立っている

と感じています。博士に進学できるか、あるいは卒業

後の仕事の準備をするかです。そして、卒業後は日

本で就職するか、中国に帰るか考える必要がありま

す。私は日本に来て 5年、すでに日本の生活に慣れ

ています。この 5年間、私は一度も帰国していなかっ

たため、今の中国での生活が想像できません。これ

は私が心配していることです。生活と仕事の面では日

本にいる方が好きですが、両親は国内にいて、両親

の年も健康もずっと心配しています。私が今できるこ

とは、もっと努力することです。そして、未来の選択に

備え対応できるように準備をしておきたいと思いま

す。 

皆さん、ご清聴ありがとうございました。これからもよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

米山記念奨学生 潘 雪辰 様 

「米山記念奨学生による卓話」 

スライドを使用しながら卓話を行いました。 
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卓話の後は質疑応答が行われました。 

 

 素敵な卓話をありがとうございました。 

 

  

・皆様、いつもお世話になっております。 

コヨーテ シャジンバット ウスフバヤー 様  

・お客様ようこそ。王さん、潘さん、本日は卓話よろし

くお願いします。 

大島 直幸 

・潘さん、王くん、本日卓話楽しみにしております。 

江口 公晴 

・米山記念奨学生、王君、潘さん、卓話宜しくお願い

致します。 

大熊 正行 中村 隆雄 中澤 伸浩 

青木 清 
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・結婚祝いありがとうございます。 

深野 秀樹 

・結婚祝いありがとうございます。おかげ様で 4 周年

です。 

須賀 篤史 

・本日も宜しくお願いします。 

関 雄二郎 

・本日も宜しくお願い致します。お客様ようこそ。 

大濱 裕広 小林 光則 松井 昭夫 

・お誕生日のお祝いありがとうございます！ 

 近藤 慎悟 

・お誕生日祝いありがとうございます。 

吉田 実 

・お客様ようこそ。 

渡辺 裕介 

・この間久しぶりにゴルフでバーディー取りました。吉

田会員も頑張ってください。 

市川 洋和 

・本日早退致します。 

宮﨑 敏博 

・米山月間宜しくお願いします。米山記念奨学会へ

の寄付に感謝申し上げます。 

小林 操 

 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          29名 

出席率          78.4 % 

 

 

 

 

 

 

至： 寿司割烹 正八 

新入会員の大塚会員、小林巧会員の歓迎会が行

われました！！ 

 

 

入会前から仲良しな大塚会員と小林巧会員 

 

仲間が増えて大はしゃぎです。 

 

親睦活動委員会の須賀委員長が段取りしました。 

 

大塚会員、小林巧会員、これからもよろしくお願いし

ます。 

https://koshigayakita-rc.jp/

