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10月29日(月)

～　例会休会　～

皆さんこんばんは。10月1日の会長の時間です。

　9月27日から28日台北を訪問し、台北老松RC創

立12周年記念式典に、岡本会長エレクト、高原幹

事、乾会計、沢田会場監督、今井青少年奉仕委員

長、青井副幹事、奥山親睦活動・出席・歌唱小委

員会委員長、子安会員、中村会員とともに総勢10

名で参加しました。

　式典は9月27日、君品酒店（Palais de Chine 

Hotel）にて17：00より始まりました。

　P Rebecca会長の点鐘の後、ロータリーソング

の斉唱、DG Professorガバナーのお祝いの挨拶と

続き、池田くれはRCと台北老松RCの友好クラブ締

結の調印式が執り行われました。友好クラブ締結

書に両クラブの会長がサインし、その中央にガバ

ナーも立会人としてサインしてくださいました。

台北のクラブらしい元気いっぱいの式典でしたが、

訪台した当クラブのメンバーにとっては、とても良

い経験となりました。来年4月15日に不死王閣で開

催される当クラブ35周年記念式典に台北老松RCのメ

ンバーをお誘いし、帰国の途につきました。

　また9月29日は、青少年交換留学生選考会に高

原幹事とともに出席し、当クラブより推薦しまし

たアサンプション国際中学校高等学校IACの古渕

日菜会長と保護者とともに4名で面接試験を受け

ました。面接官は、四宮GE、簡GN、髙谷次年度地

区代表幹事と生沼地区青少年交換委員長以下地区

委員で総勢15名でした。4名での20分間の面接と

本人のみ30分間の作文で派遣候補生としての合否

が決まります。この試験に合格後、約1年間の地

区青少年交換委員会によるオリエンテーションを

経て正式に派遣生となります。

　ガバナー補佐に同行する形で、7月に大阪北RC、

大阪梅田東RCを、8月には大阪水都RC、箕面RC、豊

中千里RC、大阪中央RCを、9月には豊中南RCを訪問

しました。10月に残り8RCを訪問する予定です。

　2020-2021年度ガバナー補佐選出について地区よ

り立候補推薦書が届いております。選出方法は、

　①立候補者が複数の場合は、ガバナー補佐指名

　　委員会でその中から選出する。

　②立候補者が1名の場合は、ガバナー補佐指名

　　委員会で可否を判断する。

　③立候補者がいない場合は、ガバナー補佐指名

　　委員会が、有資格者（会長経験者）の中から

　　本人の承諾を得て選出する。

のいずれかです。今年度のガバナー補佐指名委員

会は、2017-18年度、2018-19年度、2019-20年度

のガバナー補佐で構成されます。またガバナー補

佐指名委員会で選出した候補者は、ガバナー指名

委員会に推薦され、そこで承認された候補者がガ

バナー補佐ノミニーとなります。

出　席　報　告

1521 回 1518 回

Ａ 会員数 33 名 33 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 28 名 28 名

Ｄ 出席義務者欠席数 　3　名 　3 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 25 名 25 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 2 名

出 席 率 　 ％ ９０.６３％    ９６.８８％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2018年10月1日  2018年8月27日

合 計　36,000円　 累 計　426,000円

「飲水思源ーロータリーへの感謝」

田中　隆弥　会長 …

伊丹RC
池信　秀明　様　 …

池田RC
暮部　光昭　様　 …

岸添　広一　会員 …

岡本　　厚　会員 …

沢田　武司　会員 …

乾　　禎則　会員 …

池田　吉清　会員 …

加藤　光祥　会員 …

吉井　順子　会員 …

奥村　雅一　会員 …

石田　貴子　会員 …

青井　秀浩　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

米良　朗子　会員 …

台北老松RCと友好クラブ締結がで
きました。

お世話になります。

本日はよろしくお願いします。

ゴルフコンペ　雨、キリの中ハー
フで優勝しました。

妻尚子の誕生日です。

今週末沖縄へ行く予定でしたが、
次の台風でヤバそうです。

台北老松RCとの調印式に参加させ
ていただきました。会長の挨拶す
ばらしかったです。

ゴルフコンペ入賞しました。

今日は特に良い事はアリマセンで
した。

台風一過の青空にうっとりです。

おつかれさまです!!

たん生月です。年はへらすように
生きて行きます。

妻の誕生月です。台湾調印式おつ
かれ様でした。ほぼ20年ぶりの台
北訪問でした。

台湾おつかれさまでした。

本日10/1誕生日を迎えました。
一番大切に思ってる日に皆様と一
緒に過ごす事とありがたく思いま
す。

本日より池田市を舞台にしたNHK
朝の連ドラ「まんぷく」がスター
トしたとのこと、池田市の活気に
便乗して、何か良い事があります
ように。

前々々例会　8月27日分のメークアップ　　　
米良会員　8月26日 例会外親睦会出席
中西会員　8月18日 創立35周年記念事業スマイルキャンプ出席

  

～　月間によせて　～

米山月間

①本日、17時30分より、第４回理事会が開催されま
　した。

②地区より、ＩＭ第１組ロータリーデー参加のお願
　いが届いております（会長、幹事宛）

③茨木西ＲＣ及び秋のＲＹＬＡセミナー実行委員長
　より､秋のＲＹＬＡセミナー終了のお礼が届いて
　おります（会長宛）

④地区より、ロータリー学友会総会開催の案内が届
　いております（今井委員長宛）

⑤地区より、インターアクトクラブ年次大会の案内
　が届いております（高原委員宛）

⑥地区より、地区大会信任状の提出の案内が届いて
　おります（会長宛）

⑦次回１０月１５日の例会場は本会場ではなく、ブ
　リッジとなりますので、お間違いないよう宜しく
　お願い申し上げます。

幹　事　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

卓話者 立命館大学政策科学部教授
　　　国際ロータリー第2660地区

　　　　　　 米山学友会名誉会長　周 瑋生　様担当 坂田 妙子 会員　

今井　卓哉　会員　10月24日

坂田　妙子　会員　10月 1日

石田　貴子　会員　10月 3日

岡本　尚子　様　　10月11日

青井　奈緒　様　　10月22日

10月の誕生日

新田　耕平・真理子　ご夫妻　1976年10月21日

北川　智司・寛　子　ご夫妻　1988年10月 8日

高原誠一郎・悦　子　ご夫妻　1995年10月 8日

今井　卓哉・京　子　ご夫妻　1998年10月24日

子安　丈士・みどり　ご夫妻　2003年10月12日

石田　貴子・　茂　　ご夫妻　2004年10月28日　

10月の結婚記念日

ガバナー補佐訪問

ベネファクター　認証状 襟ピン授与

10月のお誕生日お祝い

　　

ビ　ジ　タ　ー

  米山奨学生　　　　　 鄭　   詩頴　様

池田ロータリークラブ　暮部　光昭　様

  伊丹ロータリークラブ　池信　秀明　様
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　みなさん　こんばんは

今日は私の留学生生活について話します。

　まず、私の自己紹介をします。私の名前はテイシ

エイです。あだ名はヴィクトリアで、この名前は父

からもらいました。台湾では、みんなは英語の名前

を持っています。みんなは英語の授業でその英語の

名前を使っています。もし、英語の名前がなけれ

ば、先生ははじめの授業であなたに英語の名前をつ

けます。だから、ほぼ台湾人みんな英語の名前を

持っています。

　次は私の出身なんですけど、私は台湾桃園出身で

す。桃園は台北の下にあって、右側の図の左上から

二番目みどりのところです。桃園は台北と比べて、

割と静かなところで、空港があります。

　私の出身高校はICAというインターナショナルス

クールで、台湾の真ん中　台中にあります。台中は

右側の図の真ん中黄色のところにあります。桃園か

らちょっと遠いので、私は高校の時に寮に住んでい

ました。それは私が今日本で一人で生活できるきっ

かけです。そして、私は今大阪市立大学の商学部の

三回生で、コーポレートファイナンスのゼミで勉強

しています。

　私は日本に来てもう四年が経ちました。一番よく

聞かれた質問はなぜあなたはインターナショナルス

クールに通っていたのに、日本に留学しに来たのか

です。このことについて、日本に来る前の私もよく

納得できなかった時期がありました。ここでこの質

問を答えるには、先に私が受けて来た教育について

話します。私がどのような教育を受けるのかを決め

たのは私の父です。父は小学校と中学校で学ぶ知識

が一番大事だと考えているので、自分の母国語で勉

強した方がいいと思っています。だから、私は小学

校と中学校の時に台湾の普通の公立小学校と中学校

に通っていました。でも、小さい頃から、私は父に

あなたが将来どこかに留学するよとよく言われまし

た。だから、私は小さい頃から真面目に英語を勉強

してきました。しかし、中三の時に、私は周りの友

台北老松ロータリークラブ創立12周年記念祝賀パーティー　報告

達と一緒に普通の高校に進学したいと思うようにな

りました。どうしても、インターナショナルスクー

ルに行きたくないので、私は父と相談しに行って、

それをきっかけに、私は初めて父の人生と考え方を

知る機会がありました。父は大学まで、台湾の大学

に通っていました。その後ハワイの大学院で勉強し

てから、日本の大学院にも通っていました。この5

年間の留学は父の人生を変えましたが、日本の大学

院を卒業した時に、父はもう三十歳になりました。

だから、父は早めに私に同じような経験をさせたい

ので、高校はインターナショナルスクールで、大学

は日本で勉強するという計画を立てました。父の話

を聞いて、私は父の計画通りで、インターナショナ

ルスクールに通うことにしました。

　高校の時に、先生は全て外国人なので、授業は全

て英語で受けました。高校は第二言語の授業があっ

て、私は日本語を選んで、高校一年生から日本語を

勉強しはじめました。英語と日本語の勉強を両方と

も進んでいたのですが、その時に私は英語の方が得

意だったので、私は英語の勉強に集中しました。だ

から、高三の時に、私は周りの友達と同じようにア

メリカに留学しに行きたいと思うようになりまし

た。また、父の計画に反抗したのですが、みんなも

う結果を知りました。私はアメリカに行けなくて、

日本に留学しに来ました。日本にいる留学生に日本

に来る理由はなんですかと聞いたら、アニメが好き

とか日本のアイドルが好きとかと答える人が多いで

すが、私はその中の例外です。日本に来たばかりの

時に、私は日本が好きという気持ちが周りと比べて

明らかに少ないのですが、この四年間たくさんの人

と出会って、たくさん経験してから、今私は日本が

好きという気持ちは絶対周りの留学生に負けない自

信があります。

　次に、私はどのように新しい言語を学ぶのかにつ

いて話したいです。この質問は私が大学に入ってか

ら、日本人の友達によく聞かれました。答えは非常

に簡単で、「環境」です。私は環境が一番大切だと

思っています。私自身の例を挙げると、私は小学校

から中学校まで、ずっと真面目に英語を勉強したの

ですが、実際に英語を使いこなせるのは高校に入っ

てからです。日本語の勉強もそうでした。私は高校

三年間と日本語学校一年間ずっと日本語勉強しまし

たが、日本語能力が明らかに成長しはじめたのは大

学に入ってからです。他の特別な勉強法がなくて、

自分が新しく学んだ単語と文法をとりあえず使って

みたら、必ず言語能力があがります。

　そして、新しい言語を学ぶ時に、自分のその言語

能力がどのような感じで成長しているのかをこちら

の図を使って話したいと思います。大きく三段階に

分けています。緩やかな成長期、停滞期と急速な成

　

日　時：2018年9月22日(土)～24日(月･祝)

場　所：関西大学高槻キャンパス

テーマ：生きぬく!!　～様々な知識を得て～ 

　2018年秋のRYLAセミナーが茨木西RCのホストに

より開催されました。受講生は36名で、5班に分

かれて2泊3日のプログラムを受講しました。参加

ロータリアンは約150名でした。

  当クラブからは、開講式に高原幹事･沢田会員・

乾会員・奥山会員が出席されました。また、先月

スマイルキャンプのお手伝いをして下さった、小

川清美さん、八木大恵さん、上村優太さんが、受

講生として参加されました。基調講演では、八尾

彰一氏が「3度のオリンピックを経験して選手か

ら学んだ思い」と題してご自分の経験談を話され

ました。実経験を元にされたご講演はとても現実

的で、本当に感動的でした。　

  次回、春のRYLAセミナーは東大阪東RCのホスト

にて、2019年4月27日(土)～29日(月･祝)、東大阪

市の「ホテル　セイリュウ」にて開催される予定

です。受講生のご推薦と皆様のご参加をお待ちい

たしております。 

青少年奉仕委員会　委員長       　
今 井 卓 哉（地区RYLA委員会 委員)

　　　

(卓話続き）

  米山奨学生　鄭　詩頴　様

卓　　話
長期です。一段階目の時に、その言語能力の成長が遅

いですが、自分はどのようなペースで成長しているの

かが自分は把握できます。二段階目に入ったら、自分

はどのようにすれば上手くなるのかがわからなく、

その言語能力が実際に成長していても、自分はその

成長を感じっていないです。もし、上手になる方法

を見つければ、三段回目に辿って、非常に早いスピー

ドで成長し、自分がその成長を感じられます。私自

身の例を用いて、具体的にいうと、一段階目の時

に、私は日本語検定を目指して勉強していました。

日本語検定はN5~N1があって、N5が一番簡単で、N1

が一番難しいです。この検定を目指して勉強すると

自分がN5に合格したら、自分の言語能力がN5ですよ

とわかりますよね。その後も、N4、N3、N2、N1まで

ゆっくりスキルが上がりました。N1は一番難しいの

で、それに合格したら、私は次は何を目指すのかが

わからなくなりました。そうなる私はもう二段階目

に入りました。私は自分が今でも二段階目にいると

思っています。私は今毎日日本語を使って勉強して

いるのですが、自分が成長しているかどうかが全然

わからないです。これは私の悩みです。自分の成長

があまり感じていないのですが、自分は必ず成長し

ていると信じているので、毎日頑張っています。3段

階目について私はまだそこまでたどり着いてないの

で、例をあげられないです。

2018年秋のRYLAセミナー報告

日　時　2018年9月27日（木）18：00～20：00

場　所　中華民国（台湾）台北市　

      君品酒店（パレ デ シンホテル）

参加者　台北老松ロータリークラブメンバー、

　　　　近隣クラブロータリアン、

　　　　友好クラブロータリアン、奨学生、学友

　　　　等　約240名

　　　　当クラブからは田中会長、高原幹事、

　　　　岡本会員、乾会員、今井会員、青井会員、

　　　　子安会員、奥山会員、中村会員と私沢田

の10名が参加しました。

　会のなかでは、台北老松ロータリークラブと当

クラブの友好クラブの締結が行われ、台北老松

ロータリークラブのレベッカ会長と田中会長が調

印しました。田中会長は、今回の調印に至る経緯

を伝えるとともに、今後友好関係を深めていくこ

とがとても楽しみとあいさつ。お互いに友好クラ

ブ締結を祝いまました。

報告者　沢田　武司

日　時:2018年10月1日17：30～18：15  

場　所:ブリッジ

理事数：11名

出席者（敬称略）

理　事　11名、オブザーバー2名

田中、高原、藤原、服部、岸添、松室、池田、岡本、

沢田、乾、今井、青井、中西

欠席者　なし

審議事項
第1号議案　 

　　スマイルキャンプ事業報告

　　乾会計より、スマイルキャンプの収支報告がされた。

　　承認

協議事項
　　創立35周年記念事業　大相撲池田くれは場所について

　　池田社会奉仕委員長より大相撲池田くれは場所に

　　ついての概要が提出され、当日の役割分担などが

　　発表された。

　　田中会長、松室35周年記念実行委員長より補足説

　　明がされた。

　　　以上

第4回理事会議事録


