
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1329 回 （本年度 12 回） 

平成 27年 10月 8日（木） 早朝例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 江 口 進 親睦委員 

欠席者：小林会員、小泉会員、工藤会員、高木会員、 
徳安会員、歌崎会員 
 

お客様紹介 市川 功一 会 長  

丁 中斐 君（ゲストスピーカー・米山奨学生） 
 

会長報告 市川 功一 会長（10 月 15 日） 

１. 中原区民祭実行委員会より、第 37回なかはら 

“ゆめ”区民祭 賛助金の御礼と開催のご案内が 

届いております。 

  開催日時：平成 27年 10月 18日（日） 

午前 10時～午後 3時まで （雨天決行） 

  会場：等々力緑地 
  

幹事報告 会田 公雄 幹事（10 月 15 日） 

１．地区からの来信  
①2016-17年度 地区奨学生・グローバル奨学生の当地 

区募集要領決定のお知らせが届いております。 

申請書類提出先を申請希望者の最寄りのＲＣとし、

クラブ推薦を受けて申請ということになります。 

募集要項を確認の上、プログラムの目的に見合う奨

学生の募集・推薦にご協力下さいとの事です。 
 

２．他クラブ例会臨時変更 

●川崎ﾏﾘｰﾝRC  

11月12日⇒14日(土) 地区大会参加  

   11月26日⇒30日(月) 3RC合同親睦例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ  点鐘18：30  
 
３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。  

 

 

 

卓 話  丁 中斐 君（米山奨学生） 
 

僕の名前は丁中斐です。 

中国上海出身です。今は                     

              専修大学大学院に勉強 

させて頂いています。 

まずはなぜ日本に来た 

のかについてお話した 

いと思います。 

本当は 2008 年までの人生では日本に行こうと思ったこ

とはありませんでした。しかし、2010 に上海で万国博覧

会が開催されることが決まったというニュースを見て、こ

れは転職のシャンスだと思い、何かの外国語を身につけよ

うと決めました。そうしたら、まずは英語を身につけよう

と思いました。2 年の時間で頑張り次第でなんとかなるか

もしれないですが、その時には自信がなかったです。その

時の上海は、英語以外 1 番熱い外国語は日本語でした。私

自信もよく日本のゲームをやるので、じゃ、日本語にしよ

うかと言う軽い気持ちで日本語の勉強を始めました。  

一つの外国語をマスターするのに、言葉だけでは足りま

せん。上達すればするほど、その国の文化、その国の人の

考え方にも触れることになります。私は日本語の学習をき

っかけに日本という国に出会ったような気がしました。そ

して、どうしようもなく惚れてしまいました。そして、2009

年に日本に留学することにしました。どうして日本という

国に暮らしてみたいのと日本語を上達させたいからです。 

 最初は、1 年の間だけ、観光気分で日本に滞在して、日

本語が上達すれば 2010 年には帰国する予定でした。 

私の家庭は決して裕福ではありません。わがままで留学さ

せてもらったが、2 年くらいが限界でしょう。私もなるべ

く親の負担を減らしたいので、せめて生活費くらいは自分

で稼ごうと決めました。そして、アルバイトをしながら、

学校に通うライフスタイルが今まで続いています。私は幸

運です。本当に周りに日本人は凄く優しくしてくれました。

最初のアルバイトは居酒屋でした。接客は無理なので、言

葉があまり通じない私を調理場に入れてくれました。もち

ろん怒られる時もあります。辛いと思う時もありました。

それでも、バイト先のみんながいろんな面でフォローして

くれて、なんとか私を一人前に育ててくれました。日本語

学校も凄く楽しかった。日本での生活は本当に大変ですが、

每日充実している。そして、二年目に先生の推薦で、文部

省の外国人留学生学習奨励費を頂くことになりました。 

 2010 年になりました。上海の万博も開催されました。

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 １５名 １０名 ７１．４３％ 

前々回(9月 24日)欠席 3名 Make up 0名 ９５．６５％ 

 

 
 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



私は帰りませんでした。本当に不思議に、日本に居たい、

もっと日本を知りたい。ここで知り合った友達と別れた

くないという気持ちがこれくらい強かったです。そして、

大学に進学することにしました。 

 目標ができたから分からないですが、日本語学校の 2

年目は人生かつてないほど努力をしました。日本語能力

試験１級に受かりました。日本留学試験を受験して、大

学に入るだけの成績を取りました。勉強と生活を両立さ

せないといけないので、アルバイトも凄く頑張りました。

２年目の時に、副料理長に任命されました。恥ずかしい

話ですが、今は多分その時のような行動力はないかもし

れないです。そして専修大学の日本語学科で日本語の勉

強をして、そして大学院に上がりました。 

次に、ロータリー米山奨学会及びロータリークラブへ

の感謝の気持ちをこの場でお話させていただきます。先

に言ったように、私の家庭は決して裕福とはいえません。

日本の大学の学費は凄く重い負担です。ありがたいこと

に、私は学部４年の間ずっと文部省の外国人留学生学習

奨励費を頂きました。それは月４万８千円の奨学金です。

大学の学費は１年９０万円なので、これで大半をカバー

出来ました。アルバイトも法律の規定時間の週２８時間

ギリギリやって、なんとか経済面の独立はできました。  

経済面の独立は出来ましたが、每日勉学とアルバイトに

追われて、自分の時間が殆どなく、経済面のこともあっ

て、友達との付き合いもあまりありませんでした。私は

それでいいと思っていました。そうしているうちに、な

ぜ今自分は日本に居て、なぜこんな生活を送っているの

かが分からなくなって来ました。 

 そして、大学４年の時、大学院の先輩からロータリー

米山奨学会のことを聞きました。非常に素晴らしい活動

をされていると。先輩はロータリー米山奨学会の話とお

世話クラブの話をしている時はとてもいきいきしていま

した。そして先輩は、将来、自分も他人に優しくできる

人、社会に役に立てる人になりたいと言っていました。

ロータリーでたくさん勉強になりました。丁君にも是非

その素晴らしさを知ってほしいと言ってくれました。 

 その時から、私はロータリークラブに憧れていました。

ロータリー米山奨学会に願書を出しました。そして非常

に光栄に奨学生として選ばれました。本当にありがたい

話です。 

 奨学生になってから半年の報告もここでさせていただ

きます。まず、生活の面、月１４万の奨学金は私にとっ

て凄く大きいものです。学費が全部カバーできて、生活

費に当てる余裕も出来ました。大学院の勉学は学部の時

とくらべられないほど忙しいのです。もし学部のように

アルバイトに時間を費やしたら、多分今はものすごく厳

しい情況にあります。こうして勉強に専念できたのは、

ロータリーのおかげです。そして、アルバイトの時間を

減らした分、自分の時間も出来ました。友達や社会との

接点も増えました。そして、趣味のトレーニングにも本

格的に取り組めるようになりました。 

「本当にありがとうございます！」 

 余裕ができた分、私も何か日中の架け橋になれるよう

なことはできないかと考え、大学の先生と一緒に、日本

の文化を中国に発信する取り組みを始めました。先生が

「おいしいオキナワ研究所」を立ち上げて、沖縄の歴史、

泡盛の歴史。沖縄の塩シママース、島野菜など沖縄の魅力

とその文化的背景をネット上に発信しています。そして、

私はそのサイトや文献を中国語に訳して、日本語の分から

ない中国人にも沖縄の魅力をわかって頂けるように中国

に沖縄の魅力を発信しています。国の絆は人の絆です。些

細のことかも知れないですが。だれでも気軽く手に入る情

報を作り、発信することによって、きっと何か変わってく

ると思います。 例えば、旅行業で経済が良くする。中国

人も実際に日本に来てみれば、日本はいい国だと思うでし

ょう。私の知っている限り中国人の観光客が日本に旅行に

来て、皆が中国は日本に学ぶべきだと言う。そして、中国

の観光客や在日の中国人はあまり歓迎されていないのは

否めない事実でしょう。もちろんマナーなどの問題もあれ

ば、文化の違いで生じた誤解も少なくはない。これをどう

やって解決するのか。私は中国と日本に両方に発信する必

要があると考えています。このようにして、微力ながらも、

日中の架け橋になりたいです。 

 

ニコニコ報告  江 口  進 親睦委員 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  

  今、外の気温は１８度、確実に季節が変わったことを感

じました。今日は丁君のお話し楽しみにしています。 

Mr. SUZUKI会員 

  奨学生の丁君ようこそ、今日の卓話頑張ってください。 

加油（ジャー・ヨー） 

戸張 裕康 会員 

  先日、嫁さんがＰＥＴ検査を受けて、脳に塊があるとい

う事で精密検査を昨日受けてきました。結果は問題なし

という事で安心しました。一応ＭＲＩも撮っておくこと

になりました。昨日、中日の山本昌投手の引退試合は少

し泣きそうになりました。 

都倉 八重子 会員  

 ２週続けてテレビ放送を見て下さった皆様ありがとう

ございました。昨日、テレビ東京のディレクターさんか

ら『すごく視聴率が良く、特に２回目の放送では男性の

視聴率が最高でした！』と喜びの連絡を頂きました。戸

張さんご協力ありがとうございました。 

ＳＡＡ一同 

 今日からいよいよ「マイナンバー制度」が始まりました。

詐欺には注意しましょう。 

「ひとりニコニコ」 

山本  剛 会員 

親睦委員会一同 

「暑も寒も彼岸まで」と言いますが、朝晩は肌寒くなりました。 

季節の変わり目、皆様におかれましてはご自愛ください。 
  

  
次回 １０月２２日 卓話予定 

月間卓話：川崎市長 福田紀彦様 

「私がアメリカで学んだこと」 

ニコニコボックス 本日 8,000円 累計 227,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 30,000円 


