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米山奨学生

方　意  初　様
（ファン イーチェウ）

尼崎東ロータリー
　クラブとの交流会
例会場：鯖江商工会議所４階大ホール
懇親会：鯖江シティホテル

福井テレビ　代表取締役会長

光  野　稔　様

桑原　重之
　　　ソング委員長
　この曲は作詞：楠本
憲吉、作曲：古関裕而と

なっています。二人とも大変著名な方でありま
して、楠本憲吉さんは俳人であり随筆家であ
り、大阪料亭の「なだ万」長男で料理も大変上
手であります。また作曲家の古関裕而さんは、
「君の名は」「オリンピック賛歌」また阪神タイ
ガースの応援歌「六甲おろし」など、数多くの
曲を作曲されています。お二人とも立派に社
会貢献されたロータリアンであります。この思
いを胸に歌っていただきたいと思います。

「テレビを読み解く」

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

会　長　挨　拶

酒井　芳則　会長
　10月は米山月間の月
です。後ほど米山奨学
生ファンイーチュウさん
よりお話を頂きます。よ

ろしくお願い致します。
　皆様のおかげをもちまして、“スポーツを通
じて障がいのある人もない人も幸せに暮らせ
る共生社会づくりを ～障がいをもつ子どもた
ちとのスポーツ吹矢～”のデモンストレーショ
ンスポーツ大会での奉仕事業を無事終えるこ
とが出来ました。この度、クラブ広報、会報・ホ
ームページ委員会の皆様による「スポーツ吹
き矢特別号」が発刊されました。お席の方にお
配りしておりますので、どうぞご覧になって頂
きたいと思います。内容は、当日参加できなか
った方にもよくわかる様に仕上がっており、広
報部門の皆様方に大変感謝申し上げます。
　今年度も「公共イメージ向上部門ガバナー
賞」を目標に、鯖江ロータリークラブが充実し
た魅力ある会として、楽しみながら会員一丸と
なって邁進していきたいと思っておりますの
で、なかなか出席できない会員さんにお会い
することがございましたら、ちょっと一声「次回
例会でお会いしましょう」と声かけをして頂き
ますようお願いいたします。

帰山　明朗
　　前々回幹事
　最初に訃報をお伝え
します。牧野幹事のお父
様が本日4時46分に亡

くなられました。謹んで皆様とともにご冥福を
お祈りしたいと思います。明日13日午後6時
からお通夜、14日午前10時から葬儀が、糺
町のアスピカホールにて行われます。皆様方
には、お時間の許す限りお参り頂けますよう
お願い致します。なお、この件は、FAXでもご
案内しますのでご確認お願いします。
　10月19日（金）に尼崎東クラブの皆様が来
訪されます。それに伴いサバエ・シティーホ
テルに於きまして夜の懇親会がありますが、
出欠のお返事をまだ頂いていない方は本日
中に出欠票へのご記入をお願いします。
　11月4日(日）京都・滋賀方面への親睦家族
旅行を親睦委員会の方で予定してくださって
いて、すでに案内が始まっております。こちら
の出欠も本日中となっておりますので、こちら
も後程出欠票をお回しします。お返事をご記
入いただきますようお願いします。

テーマ
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年10月のレートは、1ドル＝112円です
（10月レート適用は、10月１日（月）以降に弊局口座へ着金対象）

米山奨学生

方　意  初   （ファン イーチェウ)　様

編集：会報・ホームページ委員会

同行者

地区米山奨学委員　大刀　隆雄　様
　本日は米山月間という事で卓話の機会を頂
きありがとうございます。先ほど委員長の方か
ら豆辞典の事と寄付金の説明を頂きましたが、
補足説明をさせて戴きます。

　3ページに事業の使命〈将来、日本と世界を結ぶ「懸け橋」となっ
て国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育
成することです。これは、ロータリーの目指す“平和と国際理解の推
進”そのものです。〉となっております。あくまでも日本と外国の架け
橋になっていただくという意味で、ご理解いただきますようお願いし
ます。大きな特徴として、親クラブとカウンセラー制度があることです。
もう一つは、事業の規模の大きさです。「平和への“人づくり”」が最終
目的で、寄付については、普通寄付と特別寄付両方合わせて2万4
千円をお願いしています。昨年度地区別の寄付実績は、上から6番
目で、一人当たり23,453円集めさせて頂きました。
　学生の割り当て数は、2650地区で今年は49名、来年度は50名と
なっておりまして、日本で一番のお世話数であります。ご寄付いただ
いた実績で、翌々年度の奨学生数が決まります。福井県では7名で、
中国人4名・ベトナム人2名・マレーシア人1名となっております。

米山奨学生  方  意初（ファン イーチェウ)さん
　福井大学工学研究科知能システム専攻の、
2年生です。出身は中国の北京です。趣味は手
帳を書くこととジョギングです。
①北京について
　北京は中華人民共和国の首都で、面積は

16800ｋ㎡、人口は1100万人を超えています。三方を山に囲まれ、
山地は総面積の60％を占め、華北平野の最大の都市です。中国
5000年の歴史と言われていますが、北京が首都になった歴史は浅
く、1267年にモンゴル帝国が「大都」と名付けたのが始まりです。
　子どもの頃によく行った天壇公園は、明清時代の皇帝が祭祀を行
った宗教的な場所です。1998年ユネスコ世界遺産に登録されまし
た。私と友達は、よく夜に散歩したものです。
　食べ物について、左下は、ジャージャー麵（下は麺、上は野菜とソ

ース）・左上は飴（動物などの形：お正月や祭り
用）・右下はワンドウファン（大豆のお菓子）・右
上はパンに肉や野菜を挟んだものです。
「春節」は、旧暦の1月1日で、家族と一緒にご飯
を食べたり花火をします。北京では、1日の夜

12時に家族と一緒に餃子を食べ、両親からお金の入ったバッグを貰
います。街には獅子舞などやっていて、大勢の人が楽しんでいます。
「端午」は、旧暦の5月5日です。この日は中華ちまきを食べます。南方
の民族では、ボートに乗って試合をするそうです。
「中秋」は、旧暦の8月15日です。この日は月餅を食べながら、月見を
します。
「支払方法の変転」今の中国は携帯だけで生きていけます。電車に乗
るのも、買い物も、専用のアプリ（アリペイ・ウィーチャットペイ：お客
が提示したQRコードをお店の専用アプリで読み取るだけのかんたん
決済）を使っています。
　②日本の生活について
　大学4年生の時は、色々な伝統工芸（越前和紙・越前漆器・越前蕎
麦）を体験しました。観光（恐竜博物館・東尋坊・京都清水寺）や、スキ
ー等をして、友達がたくさんできました。大学院1年の時は上海でイン
ターンシップを国有で2週間経験しました。（宿舎は家具付き）
大学院2年生では、米山奨学生になり、カウンセラーも付けて頂きま
した。カウンセラーは、犬2匹飼っていて一緒に嵐山も行きました。
　③ボランティアについて
　グローバル人材セミナーイベント（海外で働いた経験者の日本人
と日本で働いた経験者の外国人がシェアする内容）、七夕まつり、アメ
リカの人の為のクリスマスパーティとハロウィンパーティ、高校生対
象に英語で話したり、プレゼント交換会、流しそうめん、よさこい、国際
運動会等、たくさんのイベントを経験しました。
　私の将来と夢
　始めはドローンの研究で、運転操作をしました。次にロボットでサ
ッカーの試合をするプログラミングを作り、今はロボットに画像認識
をさせます。そして、来年私は「トヨタ車体」に就職します。トヨタ車体
では、内装やシステムを担当したいと思っています。

地区米山奨学委員　大刀　隆雄　様（武生府中RC）
武　生　R　C　      田中    茂　　様

　　　　　　　　　【鯖江ローターアクトクラブ活動報告】
　鯖江ローターアクトクラブでは、９月２９・３０日および１０月７日に、サンドーム福井で開催の「福井しあわせ
元気国体」体操競技および新体操競技大会にて、大会ボランティアの一員として、お弁当の配布や清掃活動などを
行いました。５０年に一度の地元開催の国体で３日間にわたり、多くの市民ボランティアの皆様をはじめ、多くのス
タッフの方 と々奉仕活動を一緒にさせていただいたことは、とても学ぶことも多く今後の参考ともなる貴重な経験と
なりました。　　※参加数９/２９は２名、９/３０は３名、１０/７は３名（報告者　鯖江ＲＡＣ幹事）

　

地区米山奨学委員　大刀　隆雄　様　米山奨学月間です。よろしくお願いします

武生RC　田中　茂　様　メーキャップをさせていただきます

酒井　芳則　会員　米山奨学生　方意初様と地区米山奨学委員　大刀隆雄様をお迎えして

増永　英彦　会員　米山奨学生をお迎えして　大刀隆雄様　本日はよろしくお願いします

吉田　俊博　会員　米山奨学生　方さんをお迎えして

齋藤 多久馬   会員　早退失礼します

委　員　会　報　告
増永　英彦　米山委員長
　只今、米山豆辞典と封筒
をお配りさせていただいて
おります。すでに寄付をさ
れている方には重ねて申し
訳ありません。目標額がお

一人2万4千円以上となっておりますので、ご協
力のほどよろしくお願いい
たします。
佐野　直美　出席委員長
　本日の出席人数は21名
で、出席率は48.8％となっ
ております。


