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地 区 大 会  

名古屋観光ホテル・愛知県国際展示場 Aichi Sky Expo 

   ホストクラブ： 常滑ロータリークラブ 
 

 

 

第 1870回  2022年(令和 4年) 11月 6日（日）晴 

地区補助金事業 

 「児童養護学園の子供たちとのスポーツイベント」 

                スポルト名古屋 ・ 慈友学園 

 

◆出席報告 

 正会員  ２８（20） 名    出席  10名 

 出席率  50.00 ％ 
 

 ☆学園の子ども達 32名参加 

 

・ 福井社会奉仕委員長 開会宣言 

・ ボーリング大会  

・ 表彰式  賞品授与 

 

       林会長挨拶              
 

みなさん、お疲れさまでした。きょうは皆さんと一緒に楽

しい時間を過ごすことができました。 

ボーリングは私が 16歳の時ぐらいに日本にできて、ブー

ムになりました。だから、若い時はよく行っていました。だ

から、あんがい私たちもできるでしょう。新しくて、古いス

ポーツです。 

いきなり、５０年ばかりさかのぼって、青春がよみがえっ

てきました。それだけでも、値打ちのある楽しい時間でし

た。本当につきあってくれて、ありがとう。 

今日は皆さんに元気がでればいいなと思うと同時に私た

ちも皆さんに元気をもらうために今日のイベントを企画し

ました。ロータリーは地域の人が元気になるためのことを

いろいろとやっています。しかし、やっている私たちが意

外と皆さんに元気をもらうんです。 

特に今日の皆さんは、若い人たちです。これから日本を変

えてゆく人たちです。若い人たちというのは国家の宝み

たいなものです。そもそも、国家を変革してゆくのは、ど

の時代でも若い人たちです。皆さんが元気になればなる

ほど、日本は良くなってゆきます。だから、皆さんが元気 

 

になれるようにして、私たちも明るい未来を感じて、元気

になります。いつも、元気でいてくださいね。 

今日の賞品は、外食券です。いろいろな外食店舗で使え

ますので、楽しんでください。一位から５位ととび賞の

10,20,30位は参加賞より少し多くなっています。 

また、この後、学園の方で中華料理の夕食をご用意してい

ます。楽しんでください。 

本当は皆さんと一緒にお料理をつくりかったのだけど、

残念ながら、時間がかかりすぎてしまうので、またの機会

として、今日は全員に方に、豚まんじゅうをつくるのを手

伝っていただきます。必ず、ひとりずつ、一個の豚まんを

包んでから、食事にはいってください。食事の終わるころ

に皆さんがつくった豚まんじゅうが食べられます。最後の

ごはん代わりです。 

さて、では、これから表彰式です。楽しみに！ 

ありがとうございました。 
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☆豚まんつくり＆夕食会  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
白熱のボーリング大会の後は、美味しい中華料理の夕食会。 

林会長の奥様よりサプライズの綿菓子とチョコバナナ、熱々のス

モアのデザートには長蛇の列が途切れる事なく、予定の時間を過

ぎても賑やかな楽しい夕食会となりました。 

 

 

前々回の例会 
  

 第 18６９回  2022年(令和 4年) 10月 18日（火）晴 

-・-・-・-・-・-  米山月間卓話  -・-・-・-・-・- 

  「米山記念奨学事業について」 
  地区米山奨学委員会 委員 森 正志 様 

  「米山学友の絆と社会奉仕」 

     米山学友会（愛知）  会長  林 瓊 様 

 
◆奉仕の理想 

◆四つのテスト 

◆ゲスト紹介     3名 

 地区米山奨学委員会 委員 森 正志 様（和合 RC）  

 米山学友会（愛知）   会長 林 瓊 (リン チョン）様        

 米山奨学生  ウンドリナさん  

◆出席報告 

 正会員  ２８（２6） 名    出席 19名 

 出席率  73.07 ％ 

 

 お誕生日おめでとうございます ♪                                 
 

 ★１１月会員誕生日お祝い     

  足立 一郎君 （11/４）      

 ★１１月ご夫人誕生日お祝い  

  宮尾 紘司夫人（11/2）   舎人経昭夫人（11/7）  

  池森 由幸夫人（11/9）   大谷  恩夫人（11/18） 

 ★１１月結婚記念日お祝い   

  池森 由幸君（11/24）    中村 明文君（11/13） 

  河合 隆史君（11/30） 

 

       太田幹事報告               
 

1） 本日配布案内： ①補助金事業・スポーツイベントの

ご案内 ②元事務局岩田さんｶﾗｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

2） 次週・次々週は休会です。次回例会は補助金事業の

イベントに変更。翌週は地区大会へ例会変更をいた 

しております。11月は例会変更が続きますので、ご

確認よろしくお願いいたします。地区大会のプログ

ラム・名札等は、後日郵送いたします。 

3） 10月第 1週の例会でご案内いたしました米山特別

寄付につきまして、今月は米山月間ですので、皆さ

まからのご寄付ご協力をよろしくお願い致します。 

4） 例会終了後、理事役員会を４F栄の間にて開催いた 

    します 

 

       林会長挨拶                
 

人生に革命を起こす言葉 
 

アルフレッド・アドラー（1870-1937）と

いう心理学者がいます。フロイトやユ

ングなどの心理学の巨星と同時代に

生きた心理学者です。自己啓発の父

とも呼ばれているそうですが、ほとん

ど無名です。しかし、有名なデールカーネギーの「人を動

かす」やスティブンコバァの「７つの習慣」などには理論の

多くが取り入れられているようです。「時代に１世紀先駆

けている」などとも言われています。さっそく、私も入門

編のような「人生に革命が起きる１００の言葉」と言う本を

読んでみました。イヤー素晴らしい本でした。自己啓発の

本もたくさん読みましたが、超おすすめの本です。ぜひ、

手元に置いておく１冊にしていただきたい本です。 

すこし、中身を抜粋してご紹介したいと思います。まず、

彼は言う。「人間は自分の人生を描く画家である。あなた

をつくったのはあなた、これからの人生をきめるのもあ

なた」何事も自己責任で生きていることを意識するとい

うことです。そして、「「やる気がなくなった」のではない。

「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。「変わ



 

れない」のではない。「変わらない」という決断を自分でし

ているだけだ。」と手厳しい。 

一般的な心理学でいうように、過去のトラウマが今の自

分をつくっているということに彼は真っ向から反対して

います。そうではなく、今の自分でいたいから、過去から

その理由を引っ張り出してきているにすぎないと・・。あ

んなことがなかったら、あんな事件に遭遇しなければ・・。

「遺伝もトラウマもあなたを支配していない。どんな過去

であれ、未来は「今、ここにいるあなた」がつくるのだ。 

また、彼は言う。「すべての悩みは対人関係の課題であ

る。仙人のような世捨て人さえも、実は他人の目を気にし

ているのだ。」と、・・・考えて見ました、自分の悩みが対人

関係ならば、無人島にゆけば、その悩みはどうなるか。考

えて見てください。今の悩みは霧散してゆきませんか。そ

のことを知ったうえで、対人関係を考えると意外にうまく

ゆく。この言葉がぴったりでした。「あなたのために他人

がいるわけではない。「○○してくれない」という悩みは、

自分のことしか考えていない何よりの証拠である。」 

最後に彼は「幸せになる唯一の方法は他者への貢献であ

る。」と言っています。また、「自分だけではなく、仲間の利

益を大切にすること。受け取るよりも多く、相手に与える

こと。幸せになれる唯一の道である。」とも記述していま

す。そして、「「信用」するのではなく、「信頼」するのだ。「信

頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。裏切られ

る可能性があっても相手を信じるのである。」うーん、し

びれるが実践がむずかしい一節です。 

どうでしょう。ロータリーの理念と相通じているように思

います。  

 

 

◆米山奨学生ウンドリナさんへ 10月奨学金授与 
 

➢ スピーチ    モンゴルの食べ物について                                

  

主な食材として 

小麦、米 モンゴル米（ホールソンボ
ダー） 

肉類：羊肉、牛肉（中心）、豚肉、鶏

肉 野菜類 

２つの食文化の基本 

「赤い食べ物」：肉料理（一部焼く料理もあるが、ゆでたり

煮たり、蒸したりするのは基本である。生で食べることは

なく、香辛料を使わないのが特徴である。） 

「白い食べ物」：乳製品（加熱や発酵など加工して食べる。

クリーム状のものや固形状のものなど、たくさんの加工品

の種類がある。） 

チャンスンマハ／「チャンスン」は「煮る」、「マハ」は「肉」と 

いう意味。骨付きの羊肉を塩で煮るだけである。（じっく

り煮れば煮るほどおいしくなる。）モンゴルの宴会などで

の食事の場では欠かせない料理の 1つである。 

ボルツ（干した牛肉）／モンゴルの伝統的な保存食の１つ

である。主に牛肉を乾燥させて作る。塩をかけ乾燥させ

る。乾燥させた肉を油で揚げる。 

ボーズ／「赤い食べ物」、「白い食べ物」以外の一般的な料

理である。羊肉の蒸し餃子のこと。 餃子の形で作る場合

もある。 

ホーショール／もう一つの一般的な料理である。小麦粉

の皮でひき肉を包んで油で揚げた料理である。 

 

 

 

   米山月間卓話 
 

 「米山記念奨学事業について」 

  地区米山奨学委員会 委員 森 正志 様 
（名古屋和合 RC） 

 

千種 RCの皆様、米山奨学事業にご

協力いただきありがとうございます。

また、毎年のご寄付と本年度も奨学

生の受け入れ誠にありがとうござい

ます。 

米山奨学委員会で和合 RC所属の森正志と申します。 

本日は、米山学友会の林会長とお伺いさせていただきま

した。 

寄付金についてのお願いです。 

毎年頂いている普通寄付金と別に特別寄付金がありま

す。特別寄付金は個人と法人があり、金額によりますが、

紺綬褒章が頂けます。 

そちらに関しては、米山事務局にご相談ください。 

より多くの奨学生を輩出し日本と世界の架け橋となる人

材育成に今後もご協力よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

「米山学友の絆と社会奉仕」 

     米山学友会（愛知） 会長  林 瓊 様 

 

皆さんこんにちは。２７６０地区米山学

友会会長を務める林と申します。まず

簡単に自己紹介させていただきます。

三重大学大学院の２年間米山奨学金

のお陰で実験多い農芸化学専攻の私

には無事修士課程を終了することが

出来ました。この場を借りてロータリーの皆さんに深くお

礼を申し上げます。誠にありがとうございました。大学院

卒業後、大学院で習得した専門知識を生かし、食品メーカ

ーの研究開発部に勤め、一定の成果を収めることが出来

ました。２００３年１月から天野エンザイムに転職、マーケテ

ィング本部に所属、中国ビジネスメインに架け橋の役割を

果たせました。中国ビジネスを関わりながら、日本国内製

薬会社、食品メーカー、アジア諸国、オセアニアに自社製

品である医薬品、食品の原料を販売する営業活動もして

まいりました。スペシャリティ製品販売のスキルを取得す

ることができました。また中国で製造会社設立にあたっ

て、営業の仕事をしながら、提携先の選別から合弁会社、

最終的に独資までの買収プロジェクトに参加、営業と違っ

た厳しいやり取りを含む経営の観点から物事を考えるよ

うになった貴重な経験もさせて頂きました。その後海外

安定生産出来るよう製造会社に赴任し、経営者としての

立場から企業利益を出すため、生産現場の中国人管理体

制の構築、人員削減、などに手かけて、生産コスト削減

で、会社経営者として製造企業の再建成功に導いた結果

を残しました。このように長い間会社の中国ビジネス展

開、拡大に貢献し、微力ではありますが架け橋の役割を果

たして、自分に与えられた仕事を通して会社奉仕、社会奉

仕をしてまいりました。現在長い海外ビジネス経験を活か

して海外コンサルティング業を行なっております。 

 この奨学金の最大の特長は「世話クラブ・カウンセラー

制度」です。米山奨学生にはロータリー活動に参加しても



 

   

 

 

  

らい、交流することを大切にしています。そして米山学友

になっても交流活動も続けてますので、米山学友とロー

タリーの繋がりが永遠に出来て、そして社会奉仕している

姿も身近で見られることがほか奨学制度のない成果だと

いえます。また米山学友同士が、異国である日本の地で、

文化の違いや経済的にも苦しい時に支えられた米山奨学

事業との運命的な出会いだけではなく、米山奨学生とし

て経験したことは、米山学友の「絆」は時代を超え、民族を

超え、国境を超えて強く築かれます。 

２７６０地区米山学友会は米山奨学委員会のご指導、ご支

援の元、２６年前に米山学友会が発足しました。仕事で社

会奉仕しながら、ロータリーとの繋がり、学友同士の絆を

深める役割を果たしています。 

 まず米山学友会は米山委員会と共同で毎年開催される

米山イベントを紹介します。また２７６０地区米山学友会と

同地区米山以外のロータリー組織、ロータリーファミリ

ー、またほか地区米山学友会の交流もしてまいりました。

ほか単独主催で食事会、相撲観戦、オリンピック観戦を実

施。東日本大震災時に寄付金、２０２０年から 3 年連続で

養老施設にマスクを寄付。 

 続きまして、米山学友の社会奉仕について紹介します。                       

韓国出身の米山学友、權哲賢(クォンチョルヒョン)さん

は、第１８代駐日韓国大使として就任し、「日本と韓国の

“近くて遠い関係”を“近くて近い関係”にすることが自分

のロータリーへの恩返し」と語っています。 

中国北京で弁護士として活躍している姫軍（ジジュン）さ

んをご紹介します。 ジジュンさんは北京大学で大学卒 

東京大学で修士学位、ハーバード大学で博士学位取得、

その後北京で国際弁護士として社会奉仕しています。ジ

ジュンさんの顧客の6割は日本企業です。特に２００７年、

ヤマハ発動機を原告とする商標権侵害訴訟では、渉外商

標権の損害賠償額として過去最高の８３０万元（1 億 2～

3 千万円）を勝ち取り、日本でもニュースで報じられまし

た。ジジュンさんはまた、2007年から毎年50万円を連

続で米山奨学会へ寄付してくれており、謝礼など含めトー

タル８００万以上の寄付をしています。 

ジャンチプさんは世話クラブのロータリアンの支援の元

で、モングルで「新モングル学園」設立、幼児園から大学ま

で日本式の一貫教育体制を採用し、国際社会で通用する

人材を育てています。卒業生のうち 1/3 は海外の日本や

アメリカ、中国、イギリスなどに留学させています。2020

年度まで総計 2000名の卒業生です。モンゴルの教育分

野、国際社会への貢献で成功を収めています。モンゴル

大統領や日本の安倍首相夫人が訪問するほどの有名校

で、ジャンチプさんは、最初ロータリアンの支援を受ける

側から、自らもロータリアンとなり、モンゴルの若者の教

育を支えるという、支援側に回って、国際社会で架け橋の

役割を十分果たせた米山学友です。 

 大成功している米山学友がいますが、それより皆さんが

奨学金を頂いたときの感謝の気持ちを忘れず、勉学や仕

事に励んで充実した日々を送って、仕事を通じて社会奉

仕、国際奉仕を実現、その上、日頃、笑顔や優しい言葉で

周りの誰かを励ましたり元気づけたり、また、困っている

方に支援の手を差し伸べることができれば、社会奉仕で

恩返しになるではないか考えております。「米山」の誇り

と縁に感謝し、今後も米山記念奨学事業の発展を祈念し、

世界平和のため、米山学友の輪をさらに広げて行きたい

と思います。私個人としても、長年の海外ビジネス経験を 

 

活かして、日本と中国の架け橋として社会奉仕し続けて

行きます。またロータリーのみなさんにも引き続き米山奨

学事業を支援していただきますようお願い致します。 

学友会はロータリアンの支えによって、成り立っていま

す。このご縁を一生大切にしていきたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 

 

 

 第 4回 理事役員会              10月 18日（火）                             

【承認・報告事項】 

１． 年末会員家族懇親会について／親睦委員会 

  年末会家族懇親会 １２月１３日（火）18：00  

  名古屋東急ホテル４F「雅の間」 

  コロナ前のように、会員・ご夫人・ご家族・お子様も参加 

  していただける会を設営予定。 

  内容  ・アトラクション（ピアノ演奏＆ステージマジック） 

 ・子ども達へのサンタクロースプレゼント 

         ・抽選会 ・歳末募金 

  会費 会員・ご夫人・中学生以上 20,000円 

 こども（小学生以下） 3,000～5,000円 

  アトラクションは 2本立て ①ピアノ演奏ク ②ステージ 

  マジック 田中大貴氏（マジシャン・イリュージョニスト）  

  抽選会景品／会長賞１０万円 幹事賞５万円 親睦委員 

  長賞３万円 理事役員賞１万円は例年通り。 

  その他、参加の大人からは、プレゼントを持ち寄りで。  

  おひとり 3,000円以上の品を当日持ち込みいただく。 

  案内／ 11月中旬までにご自宅宛てにご案内予定 

2． ４０周年記念事業 認定 NPO法人セカンドハーベスト 

  への食品支援報告（10月 9日に寄贈食品納品済） 

    寄贈５０万円分食品 （市中参考価格：約 67万円） 

 

 
 

 
 

 

  【10月 18日】 

  米山記念奨学委員会 森 正志さん（和合 RC） 

   本日は卓話のご依頼ありがとうございます。 

   短い時間ですが、よろしくお願いいたします。 

   小林 英毅 

   本日は囲碁会です。４Fにてお待ちします。 

   東原 相次郎 

   本日のゲスト森正志君は高校の同級生です。 

   皆さんよろしくお願いします。 

   足立 一郎  会員誕生日お祝い 

   宮尾 紘司  ご夫人誕生日お祝い 

   大谷  恩  ご夫人誕生日お祝い 

   舎人 経昭  ご夫人誕生日お祝い 

   河合 隆史  結婚記念日お祝い 
 

   朝倉 寿宜  長谷川 享 林  永芳 

   伊藤 健文  樫尾 富二 加藤 重雄 

   松岡多加倫  太田 和孝 笹野 義春 

   重見 有美  鈴木 聖三 谷口  優  

 ２0件 計 ９５，０００円 

 

  

 

次回例会 : 2022年 11月 12日（土）・13日（日）  名古屋観光ホテル/ 愛知県国際展示場 Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏ   

   地 区 大 会     〈ホストクラブ 常滑ロータリークラブ〉 

ニコボックス 

 

 

 

 

 
 

 

次回例会 :  2022年 11月 29日（火） 12：30～13：30   名古屋東急ホテル４F 雅の間 

友愛の日 


