第２５０１回例会報告議事録
日時 ２９年１１月１４日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : 陳徳思さん（米山奨学生）
ビジター : 柏RC 勝田秀一様
S . A . A . : 依田会員

会長挨拶

服部会長
１０月３１日に２５００回の例会のお祝いということで夜間家族例会を我孫子駅近
くのヴァンダンジュというフランス料理のお店で開催しました。皆さん、
ご参加いた
だきまして、
ありがとうございました。我孫子クラブは５１年の歴史があり、
２５００回
の例会を重ねられたのは先輩の皆さんのご努力のおかげであり、敬意と感謝を申
し上げたいと思います。
１１月７日にはガバナー公式訪問ということで柏南クラブの皆さんと合同の例
会と協議会を開催しました。柏南クラブも例会が火曜日でお互いメーキャップができないので柏南
クラブの活動についてよくわからなかったのですが、
お話をうかがうと、例会の前日には会長幹事、
ＳＡＡで打ち合わせをされているそうで、緻密なクラブ運営をされており感心しました。
また、独居
老人の方に鉢植えの花を配っておられるそうです。
例会に先立って午前中にガバナーと会長幹事と次期会長幹事で懇談会を行いました。その中
でガバナーより指摘を受けたのは次の２点です。
ひとつは定款について。
これについては後ほど理事会でお話ししたいと思います。
もうひとつは財団への寄付金についてです。
２７９０地区は他地区に比べて寄付額が一人当たり
小さいそうで、当クラブは２７９０地区で、言いにくいのですが最下位なのだそうです。
１人当たり平
均８ドルなのだそうで、
これだけはなんとかしてもらいたいとのことでした。上の方のクラブは１人３、
４０ドルくらい寄付されているそうです。ガバナーの目標としては、一応、
１５０ドル、
１万７、
８千円くら
いだそうです。今月は財団の月、
ということで松本会員の方から寄付についてお話があると思いま
す。
私共は手賀沼の水の館に双眼鏡を我孫子市に寄贈したのですが、財団から３０万円の地区補
助金をいただいています。我孫子クラブは寄付はしないけど、交付金だけもらっている形になって
いますので、今回は私も寄付したいと思っておりますので、皆さんもどうぞよろしくお願いしたいと
思います。
今日は欠席されているのですが、佐藤会員が秋の叙勲で保健衛生に対する貢献で旭日双光章
を受けられました。私の事務所の近くで胡蝶蘭を飾っている事務所があったのですが、黄綬褒章
を受けておられました。
また次回以降、佐藤先生が出席された時にお祝いをしたいと思います。
１２月３日
（日）
は手賀沼ふれあい清掃です。昨年同様、団体として参加したいと思っております。
理事会で決まりましたら、
ご都合のつく方はご参加いただければと思います。清掃は午前中で終り
ますが、
夕方は叙々苑で食事会をしたいと思います。
先日、
ジャパン バード フェスティバルのレセプションに行って参りました。鳥の剥製のようなバー
ド カービングをされている内山春雄さんという方を星野市長に紹介してもらいました。ぜひロータ
リーの卓話をしたいとおっしゃっています。伊豆諸島のアホウドリが死滅するかもしれず、
アホウドリ
を呼ぶ為の模型を作られていて、
ＮＨＫでも以前放送されていました。卓話に来ていただければお
話が聞けると思います。

ご挨拶

柏RC

勝田 秀一 様

ロータリー歴はまだ１０年ちょっとですが、数年前に服部さんが幹事をされてい
た時に私も柏クラブの幹事をしておりました。
今年は寺嶋ガバナーの地区幹事の一員として会計を担当させていただいてお
ります。
こちらの会場に移ってからは初めてメーキャップをさせていただきましたが、い
ろいろな所にメーキャップに行くのが好きで、沖縄の那覇でメーキャップをしたこ
ともあります。いろいろなクラブのやり方がわかって面白いと思いますので、ぜひ皆さんもメーキャ
ップをされるとよいと思います。

陳徳思さんへ米山奨学金を授与

親睦委員会報告

米田委員長

３１日の夜間例会はありがとうございました。
１２月３日
（日）
の手賀沼ふれあい清掃の日の夜、新宿の叙々苑で親睦会を行い
たいと思います。バスを出す予定です。会費は８０００円になります。
本日は月初めですので、
お誕生日のお祝いをしたいと思います。
服部会長、
お誕生日おめでとうございます。湯下会員はお休みですので、後日
お祝いしたいと思います。
服部会長より
誕生日のお祝いありがとうございました。誕生日は１１月２７日です。
６９歳になります。来年の６月末、会長の任期までは元気に生きながら
えて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

出席報告

１８名出席（全員で２６名） 出席率６９.２３％
欠席者が４名。 業務の為：今井会員、佐藤会員、鈴木会員、志賀会員

渡邊委員長

ロータリー財団委員会報告

松本委員長

会員増強委員会報告

小池委員長

１０月にセミナーに行って参りました。先ほど会長からもお話があったように、寺
嶋ガバナーからもご指摘を受けました。
８３クラブ中、当クラブはビリですが、
これ
は皆様方の責任ではなくて、正直言いまして、財団とは何なのか、
どうしてお金を
集めるのかという説明が足りなかったのではないかと思います。
２００４ー２００５年に私が会長をしていた頃、財団からご紹介いただいた女性がト
ラブルを起こし、財団に対するイメージが非常に悪化しました。ポリオ撲滅に助成
することは効果があるのかという批判もありました。ポリオというのは小児まひです。日本では今か
ら３５年前に絶滅宣言がされました。ナイジェリアとパキスタンとアフガニスタンで残っていたので
すが、
ナイジェリアでは絶滅しました。皆さんのご寄付の一部がそのための財源になっています。
ご
理解いただいた上で、
ご寄付いただければありがたいと思います。
お１人１万円出していただければ、地区内で中位くらいまで行きますので、
ご協力いただければと
思います。望遠鏡で補助金３０万円受け取っていて、
１人１０００円も出さないようでは、
ちょっと困り
ますので、
ポリオの問題も大事ですし、奉仕プロジェクトでも活用されますので、
どうぞよろしくお願
いいたします。

会員になってほしいリストを大勢の方から出していただきまして、第１回として１９名の方プラス、
本日、塩毛会員から２名いただきました。
この後も随時受け付けて行きたいと思います。
お配りしたリストを見ていただき、異議等あれば増強委員または会長幹事の方に伝えていただけ
ればと思います。理事会の増強会議にかけながら実行して行きたいと思います。

我孫子国際交流協会と卓話について

米田会員

我孫子国際交流協会にロータリークラブとして出向しているのですが、
１１月
２６日
（日）
に我孫子国際交流まつりが行われます。
ご興味がある方はぜひご参加
ください。村越会員が副会長で、依田会員が会計理事をされています。
１１月２８日が私の卓話の日なのですが、
プロスノーボーダーの荒井さんという
方にお願いします。
２００５年に慢性活動性EBウィルスに感染され、
２００８年に骨
髄バンクを通じて骨髄移植をされて現役復帰された方です。

幹事報告

卓話

村越幹事
・本日、理事会が行われますので理事の方は例会後お残りください。
（土）
・２５日
（日）
に行われます。
２５日
（日）
は出席義務があ
・地区大会が２月２４日
りますので、来年のカレンダー、手帳が手に入りましたら２月２５日に地区大会と
ご記入ください。

米山奨学生

陳 徳思さん

皆さん、
こんにちは、いつも徳ちゃんを呼んでくれて、
とても嬉しいです。今年の4月
から、我孫子クラブでいろいろお世話になりました。本当にありがとうございます。
も
う半年の時間を過ごしましたが、皆さんは私のことをよく知らないことがあると思い
ます。今日は、
お話しする機会をいただき、本当に嬉しいです。
私は、麗澤大学大学院・経済研究科経営学専攻の二年生、陳徳思と申します。4
人家族です。両親と兄がいます。80年代から、中国では一人っ子の政策があったの
で、周りの一人っ子の友達が私に兄がいることを羨ましがっています。罰金を払ったおかげで、可愛い
私が生まれました。
まず、私の出身地を少し紹介したいと思います。
私は中国の杭州から参りました。杭州は斯江省の北部にあり、上海より少し南に位置しています。
ま
た、中国八大古都のーつとして国家歴史文化名城にも指定されています。上海から高速鉄道で1時
間程度の距離です。杭州では、
さまざまな歴史的や観光などのおすすめスポットが存在します。たとえ
ば、
「西湖」という湖は有名な観光地で知られており、世界遺産に認定されています。また、中国の代
表的な緑茶「能井茶（ロンジンチャ）」の産地としても有名です。
私が日本語を勉強するきっかけとなったのが、
日本のアニメです。そこで日本語の面白さを味わい、
大学の頃から日本語の勉強を始めました。そして、
日本語を通じて、アニメだけではなく、
日本の映画
や新聞を深く理解し、
日本に関する各方面についての知識も楽しく学ぶことができました。留学先に日
本を選んだ理由は大きく3つあります。
1つは勉学についてです。2013年6月に大学を卒業した後、先輩の薦めでドイツの会社で、三ヶ月
実習をしました。その三ヶ月の間に、
自分の学歴はまだまだ足りないと感じ、
さらに勉強したいという気
持ちが一層強くなりました。また、私自身、一度も海外へ行ったことがありませんでした。そこで、
もっと
広い世界を自分の目で感じ、
自身の視野を広げたいと考えたのです。
2つ目は環境面です。日本は先進国であり、治安も良いです。
また、中国との距離も近く、
日本には多
くの優秀な大学が集まっています。豊かな教育資源と最先端な設備を備え、
日本の大学の雰囲気は
自由そのものです。少人数制の授業を導入している点にも魅力を感じました。そのため、授業は先生
と学生の距離が近く、
よく交流できる環境が整っています。このことから、
日本へ留学することに憧れ
を持ちました。いま現在ゼミに所属していますが、先生は自分が考えていることを親身になって聞いて
くださり、
とても心強いです。自分自身にとても成長できたと感じています。
3つ目の理由は金銭面です。日本では留学生が1か月に28時間のアルバイトをすることができま
す。アメリカとドイツでは、留学1年目にアルバイトをすることは禁止されています。私は、
なるべく親に
お金の負担をかけたくないと思い、生活費を稼ぎながら勉強を続けることができる日本に留学したい
と強く思いました。以上の理由から、私は日本を選びました。
私は日本に来る前、
日本人は「冷たい」
「素っ気ない」というイメージがありました。
しかし、実際に日
本人と接してみると、多くの人たちはやさしいと感じました。そう感じたエピソードを紹介します。中国
へ帰国する際の、空港での出来事です。私は、非常に重い荷物を抱えていました。すると、1人の日本
人のおばあちゃんが私の荷物を一緒に持ってくれて、助けてくれたことがありました。
また、
お財布を無
くしたときにも、親切な方が交番に届けてくれました。すごく感動しました。海外では考えられないこと
です。
日本の空気は綺麗で、家の水もきれいです。中国人にとってはすこし賛沢な環境です。
とても羨まし

いです。最初、
日本に来たとき、毎日空の写真を撮りました。なぜなら、空気がとても澄んでいるからで
す。
また、最初家で水を直接飲んだ時、水がおいしくて、わざわざ両親に電話するほど驚きました。
中国と違うところは、
たとえば、
コンビニ以外にごみ箱が少ないことです。最初慣れることができませ
んでした。中国では至る所にゴミ箱が設置してあります。日本に来たとき、生活ごみを毎日捨てることが
できなかったので、
ゴミが臭くなり、困りました。でも燃えるゴミと燃えないゴミを分けて捨てるのは、環
境に良い行動です。
また、
日本の公共トイレはすごくきれいで、
トイレットペーパーも付いています。
とても便利です。日本
のバスがいつも時開通りに来ることにも、びっくりしました。アルバイトなどで夜遅くなってしまっても、
日
本は治安が良く、夜遅くなってしまっても少し安心できます。
留学生の生活を通して体得したのは、責任感を持って、
自分の体を大切することです。
去年の夏ごろ、
自分の不注意で体調を崩したことがありました。学校も終盤にさしかかり、期末テス
トが予定されていました。休んでしまった授業内容について先輩に教えてもらったり、
アルバイトも他の
人に代わってもらったりしていろいろな人に迷惑をかけてしまいました。その経験によって、責任感をも
って人間になるには健康管理も大切だと気づきました。
どんなに忙しいときでも睡眠時間や食事に気
を配り、計画的に物事を進めるようになりました。同時に、友達の優しさに気づき、感動しました。留学
中にできた友達も私の大きな財産です。
これまで、勉強で自分の知識を深めることだけではなく、家族から離れた生活に慣れるために、努力
するなど、様々な困難を乗り越えてきました。
これは、
自分の成長にとって、非常にプラスとなりました。
幼い頃から自営業をしている父の影響を受け、私は知らないうちに商売について深い興味をもちま
した。そのため、大学院で経営学を専攻してさらに勉強することにしました。
2016年4月に経営学を学ぶために麗澤大学大学院修士課程に入学しました。修士論文の研究で
は、
ネット上の口コミ情報と消費者行動の関係について着目しています。
皆さんは、Facebookやぐるナビなどを知っていますか?それらは口コミと呼ばれるソーシヤルメディ
アです。そこで、私は研究のテーマを「ネット上の口コミ情報が消費者行動に与える影響分析」に決め
ました。
多くの消費者がインターネット上で口コミ情報を参考しています。その口コミは話題になっている新
商品に対して、消費者の購買意思決定に大きな影響を及ぼすと考えられています。口コミ情報、その
中でも特に悪い口コミが消費者の購買意思決定プロセスにどのような影響を及ぼすのか、明らかにす
ることが本論文の目的です。
加えて、訪日外国人にとっては、新しいサービスである「旅館」を取り上げて、
インターネット口コミ情
報の効果を把握します。実際に独自のアンケート調査で429名の中国人を対象として実施しました。
この研究対象となる「旅館」の事例に基づき、
インターネット口コミが訪日旅行者の行動に与える影響
を明らかにするものです。今後も研究をがんばって続けていきます。
今年、米山ロータリー奨学生になって心から本当によかったと思います。
ロータリー米山奨学金のお
かげで、生活上に大きく支援させていただき、研究に集中できることができました。誠にありがとうござ
いました。
初めて例会に参加したとき、すごく緊張して話をすることさえ、難しく感じました。
「奉仕の理想」とい
う歌をあまり歌うことができなかったけど、世界平和について考えられた歌であったため、すごく感動し
ました。我孫子クラブ会長の新旧交代会に参加した時、我孫子の旅館でロータリアンの方々とお話し
をしながら、すごく美味しい日本料理を食べました。本当に楽しかったです。
日本では親戚と家族がいないので、全て自分で頑張らなければならないです。これから、学業や日
本の生活に関する不安は、
カウンセラーと相談することができます。我孫子世話クラブの皆さんが日
本の親のような心強いサポートをしてくれることに、感謝の気持ちでいっぱいです。
お仕事は忙しくて様々な社会奉仕活動に参加しているロータリアンの姿を見て、心から感動しまし
た。
日本に来た後、
「CSR」という言葉をよく耳にするようになりました。これは企業の社会的責任と言
われています。企業が利益を追求するだけではなく、広く従業員や地域社会、環境に配慮することで
す。私も国際的な仕事で日中企業の社会的責任事業の発展に貢献をしたいと思います。
将来は、今までの経験と大学院で学んだ知識を生かして貿易企業に就職したいです。
ロータリー米山記念奨学生は、私にとって、視野を広げ、奉仕と平和への責任感をもたせてくれた、
大事な存在です。ロータリー米山奨学生としては一年だけですが、出会えた人、感じたこと、勉強した
ことが一生の財産だと思います。
留学期間中は、
日本人の友達にいろいろお世話になりました。日本で4年間以上の月日を過ごし、私
にとっては、第二の故郷です。将来、帰国するにしても、
日本に残るにしても、
日中の友好関係を持ち続
けることに力を尽くしていきたいと考えます。
ご清聴、ありがとうございました。

閉会の言葉

服部会長

徳ちゃん、卓話をありがとうございました。時間が足りなくて申し訳ありませんでした。
また改めて
卓話をお願いしたいと思います。
勝田さん、
メーキャップの方、
ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ
お名前
服部会長
村越幹事
荒井会員
木村会員
小池会員
瀧日会員
藤本会員
松本会員

メッセージ
誕生祝い ありがとうございます。
徳ちゃん 卓話ありがとうございました。
陳さん 卓話ありがとうございました。
陳さん 卓話ありがとうございました。
藤本さん おみやげありがとうございました。
皆さん 会員になって欲しいリストありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。
トクちゃん、すばらしい卓話をありがとう。
１０kgダイエットしました。
財団寄付ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
８,０００円
１３２,０００円

今週の表紙「正泉寺」我孫子市湖北台9丁目12番地36号

正 泉寺は、弘長3年（1263年）、北条時頼の娘桐姫（法性尼）の開基と伝えられています。江戸時代以降、
女人成仏の霊場として信仰を集めました。寺内にある女人成仏血盆出現図等の資料は近世の民間信仰を明
らかにするものとして貴重です。
境内には、四国相馬霊場73 番礼 所があります。版 木類一式が平成10年に千葉県の文化財（有形民 俗文化
財）に指定されました。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

