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■プログラム
「米山記念奨学事業の理解と発展」

（米山記念奨学委員会）

卓話：RI第2500地区米山記念奨学生	呉
ゴ

　孟
モウ

勳
シン
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　僕は台湾出身で、台湾の一番南にある屏東

（へいとう）県という漁村で生まれまして、小学
校卒業の12歳までは屏東県に住んでいました。
そして、嘉義（かぎ）市という町に引越しして、
中学校と高校の六年間は嘉義市で暮らしてい

ました。その後、彰化（しょうか）県で一年間の兵役を終え
て、最後に台中市に辿り着きました。暫く台中市で仕事をし
た後に、平成22年に日本に来て、二年間新聞配達しながら日
本語学校に通っていました。
　憧れていた日本に来たばかりの時は、遊ぶどころか、トラ
ブルを起こしまくりました。運転免許の切り替えができな
くて、ママチャリで二週間配達していたり、高級外車にぶつ
かったりなどのことがありました。その中でも一番印象に
残ったのは、まだ日本に来て1ヶ月も経ってない、平成22年
4月17日の朝刊の配達です。初めて雪を見たのではないけ
ど、初めて雪の中で新聞を配りました。仕事はまだ慣れてい
ないし、偶然にもチラシが分厚い土曜日でした。その日は、
いつもより早く出勤して、チラシを新聞に折り込んで、新聞
にビニールをかけて、一時間以上をかけてやっと店を出た
ら、ガシャンとすぐにバイクと一緒に倒れてしまいました。
仕方なくて、店に戻ってさっきやったことをもう一度やり
直しました。その後も倒れまくって最後の一部をポストに
入れたときは、もう朝11時頃でした。もちろん、3時間後に
も夕刊の配達をしていました。けれども、配達が遅れたこと
で怒った日本人は一人もいませんでした。逆に、「大丈夫？」

「怪我ない？」「気をつけてね。」と心配してくれた人が多か
ったことに本当に感動しました。その後、仕事もだいぶ慣れ
てきて、二年間無事に終わった後、平成24年に畜大に入学し
ました。
　大学に入ってすぐに僕の大学生活にとって、とんでもな
いことが起きました。それは、ラグビー部に入部したことで
す。今まで野球しかやったことない人間が、いきなりこんな
にハードなスポーツを始めるとか、勇気のある選択だなと、
自分も思いました。実は畜大ラグビー部はここ数年間ずっ
と人数不足に悩まされています。僕が一年生の時の大学選
手権にも、試合に出られるプレーヤーはなんと10人しかい
なくて、結局全試合棄権してしまいました。今年もぎりぎり
試合できる人数だけが揃えたが、一年生の時に103対12で大
敗した、今一部リーグに属している小樽商科大学にも34対
20で見事に勝ちました。北海道選手権の試合でも、怪我や就
活で15人揃わず13人対15人で戦ったが、勝ちました。OBさ
んたちに楽しんでいただくOB戦にも、数年ぶりに勝ちまし
た。今年こそ一部リーグに上がるチャンスがあるじゃない
かと思っていました。だが、先々週から始まった北海道ラグ

No.3092

第3410回例
会

平成26年10月１日

ビー大学選手権の試合で、せっかく長澤学長を含むOBさん
たちが応援しに来てくださったのに、負けてしまいました。
恥ずかしいことに、僕は試合後に号泣しました。畜大ラグビ
ー部が今属している二部リーグはトーナメント式で試合が
行われるので、残念な初戦敗退でした。僕は去年私情で休部
したことをすごく後悔しているので、今年はどうしても今
の四年生に優勝を捧げたいなと思ったが、できませんでし
た。悔しいけど、自分も来年四年生になるので、来年こそ一
部リーグに上がれるように頑張りたいと思います。最後に、
僕はよくクールで話しかけにくい人とよく思われますが実
はただの人見知りで、いつもボーっとしているだけなので、
話しかけてくださると嬉しいです。ありがとうございました。

■米山奨学生カウンセラーについて	 大和田三朗	会員
　今年の春頃ですが、当時の帯広RCの会長、渡
辺喜代美直前会長から、米山奨学生のカウンセ
ラーを受けてくれないかと依頼がありました。
その時は、お受けするか？お断りしようか？ち
ょっと迷いました。私は、帯広RCに入会させて

頂いてから、まだ3年だったし、その時は、広報委員会の委員
長をしており、更に他の仕事？の依頼も多く、結構多忙でし
たので、それなりに迷いました。しかし、どの様な事をする
のか？忙しい仕事なのか？お尋ねし、内容をお聞きし、更に
どこの国の方ですか？とお聞きしました。すると、台湾の男
性の方で、帯広畜産大学の3年ですとお聞きしました。
　私、個人的に台湾に1回しか行った事がありませんが、と
てもいい所ですし、台湾の方の親日のイメージが印象的で
した。台北の町を観光していても、タクシーに乗っても、屋
台に行っても、しょうろんぽうを食べても、楽しいイメージ
が殆どでした。
　他の国であれば、恐らくカウンセラーはお受けしていな
かったと思います。
　また、渡辺前会長から、海外の方は、家族で受け入れてほ
しいので、私の奥さんの了承をしてもらって下さいね!と言
われまして、早速、家に帰って説明し、快く了承を取り付け
ました。
　カウンセラーの最初の仕事？は、旭川で開催される地区
主催の米山奨学会のオリエンテーションに参加する所から
でした。しかし、初対面でいきなり、旭川に同行するのも、お
互いに心の準備が必要と思い、行く前に一度食事をする事
に致しました。渡辺会員、讃岐会員、呉君、と私の4名で、ここ
の下の丹頂で初顔合わせです。
　旭川へは、東クラブの高田会員と畜大の獣医学部のイさ
ん、韓国の女性の方と一緒に参加させて頂きました。道中、
車内で研究の話や、学生生活の話など色々な話を聞いて、そ
れぞれの国で考え方が違い面白く、大変勉強になりました。
　ちなみに2500地区の米山奨学生は、10名おられ、国籍は、
韓国、中国、ネパール、台湾、モンゴルだそうです。世話クラ
ブは、帯広、帯広東、帯広南、旭川、稚内、旭川北、旭川西、稚内
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9月17日例会　会員総数91名（内免除会員5名）



　日　時　10月23日（木）午後6時30分
　場　所　シャレード
⑧帯広西RC、10月30日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、10月31日（金）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・出席報告	 廣田　　誠	出席委員
10/1例会の報告
会員総数91名　内免除会員5名　出席者数60名
9/17例会の報告
メークアップを含む出席者数74名　出席率85.1%
・ニコニコ献金
RI第2500地区ガバナー補佐　川田　章博 様
　第6分区内のガバナー公式訪問全て無事終了しました。奥
原幹事はじめ副幹事の皆さん大変ご苦労様でした。これか
ら地区大会の開催です。帯広クラブの皆さんのご活躍を祈
ります。
奥　　周盛 会員
　67クラブ全ての公式訪問を無事終えました。同行した皆
さま、ありがとうございました。
大森　康次 会員
　先週、長男が誕生いたしました。長男が成人式を迎える
時、私は69才です。がんばります。
中田　隆三 会員
　帯広国際CCでエイジシュートで2回目のクラブ選手権グ
ランドシニアの部で優勝しました。帯広白樺CCは三連覇い
たしました。
高原　　淳 会員
　本日例会を担当させていただきます。
大和田三朗 会員
　本日、米山奨学生のカウンセラーについての卓話をさせ
て頂きます。米山奨学生の呉君も話しますので、よろしくお
願いいたします。

■ご本人誕生日祝い
松島　　隆 会員　　酒井　敬司 会員　　長澤　秀行 会員
小水　基弘 会員

■配偶者様お誕生日祝い
奥　　周盛 会員　　野村　文吾 会員　　村松　一樹 会員
■結婚記念日祝い
橘　　精三 会員　　星屋　洋樹 会員　　麻生　幸雄 会員
大和田三朗 会員　　今井　範嗣 会員

■次週プログラム予定
10月8日（水）「地区大会打ち合わせ」 （プログラム委員会）
※委員会ごとの打ち合わせになりますので、場合によって
は、13：30を超えてしまうことがあるかもしれませんので、
ご了承ください。

南、北見西、北見東クラブになります。大学は、帯広畜産大
学：3、旭川医科大学：1、稚内北星学園大学：2、旭川大学：2、北
見工業大学：2となっております。
　知らない事が多かったのですが、学部生と博士課程では、
奨学金が違ったり、奨学生レポートの提出が必須であった
り、勝手に帰国してはいけない事、例会には必ず月1回参加
し、現金で奨学金を手渡しすること、例会に参加し卓話を行
うこと、カウンセラーのパワハラに注意して下さいなど
様々オリエンテーションでお聞きしました。
　その後は、呉君をうちに招待し花見をしたり、色々な例会
に参加したり、アクトの例会にも参加するなど、呉君が楽し
く生活できるよう。FBや、メールで連絡を取りながら、陰な
がら見ております。
　ちなみに呉君の歯の治療もバッチリです。今度は定期検
診に呼ばなければいけませんね！
　
■会長報告	 合田　倫佳	会長

　本日から10月です。ロータリーでは職業奉仕
並びに米山月間です。本日の例会では早速、米
山記念奨学委員会担当で「米山記念奨学事業の
理解と発展」と題したプログラムを行います。
本日お越しいただきました呉さんにお話をい

ただく予定になっています。
　そして帯広RCでは地区大会のホストが10日後に迫りま
した。それぞれのメンバーがその日のために頑張っていた
だいていることと思います。帯広RCメンバーが一丸となっ
た、すばらしい大会運営になることを期待しています。
　さて、先週末下川RCの創立50周年事業が行われました。
今月末には旭川RCの80周年記念事業も予定されています。
　本日理事会におきまして、次々年度会長予定者の選考の
ための選考委員会を立ち上げました。
　以上会長報告とさせていただきます。

■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①2014−15年度RI第2500地区 地区大会 開催のご案内

日　時　平成26年10月10日（金）〜10月12日（日）
第1日目（10/10）：記念親睦ゴルフ大会
8：30スタート　帯広国際カントリークラブ
第2日目（10/11）：本会議第1日
9：00受付　10：00〜帯広市民文化ホール
大会記念大懇親会 18：00〜 ホテル日航ノースランド帯広
第3日目（10/12）：本会議第2日
8：30受付　 9：00〜帯広市民文化ホール

② 帯広RC、10月15日（水）の例会は、10月11日（土）の地区
大会に繰上げて開催します。

③帯広RC、10月22日（水）の例会は、休会と致します。
④ 帯広南RC、10月13日（月）の例会は、祝日のため休会と致

します。
⑤帯広北RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月16日（木）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、10月17日（金）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広東RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月21日（火）午後6時30分
　場　所　アパホテル帯広駅前（10/1より名称が変わりました）
⑦帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 飛岡　　抗・副委員長 / 三浦輝世典
　委　員 / 河村　知明・小林　一夫・横尾　俊輔・猿川　陽介・日浅　尚子
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。


