
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1434回 （本年度 第 5回） 

平成 30年 9月 6日（木）  
 

点  鐘  高瀬 建夫 直前会長 

司  会   今井  敬 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：東出会員、市川会員、小泉会員、中村会員、高木会員

渡久地会員、坂本会員、坂口会員、内藤会員 
 

お客様紹介 高瀬 建夫 直前会長    

◆二村 政毅 様（福岡城東ＲＣ） 

◆櫛田 仁一 様（江口会員ゲスト･柏西 RC） 

◆地区大会参加促進キャンペーン 

山形 光正 様（地区副幹事・横浜中 RC） 
谷川 操一 様（地区副幹事・横浜中 RC） 

◆松波  登 様（川崎北 RC） 

◆丁  中斐 様（ゲストスピーカー・ 
米山学友・川崎中原ＲＣ友の会） 

◆米山奨学生 韓  喬 君 
 

お客様ご挨拶 
 
地区大会参加促進キャンペーン 
山形 光正 様・谷川 操一 様 
 
本年度の地区大会参加のお願いに伺いました。 

来たる11月9日、10日の両日に皆様の参加をお待ちし

ております。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2017-18年度 新会員に地区から記念品 

新会員バナーとマルチデスクスタンド(ペン立て) 
 

中村 敏史 会員（2018年 5月 17日入会） 

井元 雄一 会員（2018年 6月 7日入会） 
 
 
 
 
 
 
します。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の誕生日  おめでとうございます♪ 

小泉 正博 会員（9月 15 日） 

小林 正樹 会員（9月 21 日） 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

米山奨学金 贈呈 
    韓 喬 君、頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 １９名 １０名 ６７．８６％ 

前々回(８月２日)欠席６名 Make up １名 ８８．８９％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2017～2018 
 

会長・小泉 正博  幹事・徳安 久是  会場監督・今井 敬  会報委員長・戸張 裕康  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 
 

◆谷川 操一 様（横浜中ＲＣ） 

本年度の地区大会参加のお願いに伺いました。 

来たる11月9日、10日の両日に皆様の参加をお待ちし

ております。年に1度の地区の祭典を楽しんでいただ

きますようお願い申し上げます。  
◆山形 光正 様（横浜中ＲＣ） 

本日は地区大会のキャンペーンでお邪魔しました。 

たくさんのご参加をお願いいたします。 
 

◆松波  登 様（川崎北RC） 
お世話になります。 
 

◆小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

一昨日の台風といい、今朝の北海道の地震といい、

何か日本列島が災害列島になってしまったかのよう

に思われてなりません。先日の西日本の水害の後処

理もまだ終わってないというのに・・・。いつ我が

身にもと覚悟しておかなければなりませんね。私た

ちのクラブでも、先の西日本の災害支援のために、

社会奉仕委員会の提案で、2年前に行ったように中原

区民祭でバザーを行うことにしました。皆さんもそ

れぞれ都合があると思いますが、ちょっとだけ自分

の都合にふたをして、世のため、人のために時間を

割いてみませんか。みんなで「超我の奉仕」の扉を

ちょっとだけ押し開いてみませんか。参加をお待ち

しています。 

◆Ｍｒ．ＳＵＺＵＫＩ 会員 

丁くんようこそ今日の卓話は頑張ってください。 

加油（シシーヨー） 

親睦委員会一同 

この季節、俗に夏の疲れが出ると申しますが、その

他に残暑疲れと言う言葉もあるそうです。まだまだ

暑さは続くそうなのでご自愛下さいますようお願い

します。 

「みんなニコニコ」 
 
山本 剛 会員・田辺 清夫 会員・若狭 滋則 会員・
神谷 直 会員･ 堤  研司 会員 

 

本日の卓話 米山学友 丁 中斐 君 

「来日の経緯と今後！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は 2015 年から 2017 年まで、米山奨学生としてこ

ちらのクラブにお世話になりました丁と申します。よろ

しくお願いいたします。このような形でまたお話ができ

ることを大変うれしく思いますし、皆さんに会えて楽し

く思います。市川さんからテーマを頂いてどんな人生を

歩んできたのか、来日の経緯など・・・今年来日 10 年

目になるのですがお話ししたいと思います。 

私の家庭では少し貧乏でしたので、留学なんか、とん

でもなくて・・・贅沢はできなかったですが特に生活し

て困る事はありませんでした。しかし中国の教育は切り

捨て教育です。勉強できない子はそれなりに暴言を吐か

れることもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国の平均年収の推移 
 

富裕層 

富裕層の年収は約 2,900 万円以上 

※マッキンゼーアンドカンパニー調査 

割合：361 万人 

※日本の富裕層は 110 万人程度 

また富裕層が多いのは香港でした。世界でもランクに入

るほどの富裕層密度です 

中間層 

中間層の年収は平均年収 7,50 万円から 850 万円 

※上記年収推移より 

割合：1000 万人(推測) 

農村部 

農村部・低所得者層の年収は 100 円以下 

※上記年収推移より 

割合：12 億人(推測) 
 

高校に進む人は 50%です 

私は職業学校に行きました  

○高校に進学は 50％その他に以下があります 

●中专（中等専門学校） 

●职校（職業学校） 

●技校（技術学校） 

ニコニコボックス 本日 15,000円 累計 117,000円 

記念日ニコニコ 本日 10,000円 累計 20,000円 



ここで人生が大きく変わったのが「兵役に行く」こ

の時でした。中国は法律的に兵役にいかなければいけ

ない徴兵制ですが、あまりにも人口が多いため行かな

い人も多いです。選抜されます。ただ兵役に行った人

のみ公務員みたいな仕事やお金が支給されました。私

はそれまで働いていた工場の仕事が嫌だったので、ど

うしても兵役に行って自分の力で頑張ってみたくなり

ました。兵役生活に入り、今まで親のありがたさがわ

からなかったけれども、親のありがたさがわかりまし

た。自分の考え方もどんどん大人になり広がって、行

動にも落ち着きが出来て“自分を見つめなおす時間が

出来ました“懸命に毎日をやっている内に周りに認め

られて、やっと社会の一員になった気がしました。 

 

それと 2010 年に万国博覧会が上海で行われまして、

その時に日本語と接して日本語を習いたいと思いまし

た。半年勉強している間に国の文化にも興味が出てと

ても日本に興味が出ました。その時に仲間ができて、

留学する人たちも出てきたので私も来日したいと思い

ました。 

 

自立して日本で大学に行くには… 

• 学費９６万円（１２月で考えると１ヶ月８万円） 

• 当時の家賃一人あたり１８０００円 

• 光熱水道ネット携帯料金一人負担１５０００円 

• 全部足すと飲まず食わず一ヶ月最低１２万円

が必要 

• 週２８時間アルバイトして、時給 1,000 円の場

合は一ヶ月 112,000 円～130,000 円程度 

• 飯を食っている場合ではありません 

 

日本語学校での生活は… 

• 朝８時に起きます 

• ９時から１２時間に学校 

• 夕方４時まで勉強 

• 午後５時から１２時アルバイト 

• １時に帰宅 

• ２時か３時まで勉強  

• 睡眠 翌日アルバイトがある場合は同じこと

の繰り返し（ループ） 

 

大学１~２年の生活 

• 留学試験で４００点中３６２点の成績を収め

て文部省の学習奨励費を頂きました 

（月４８０００円） 

• 家賃一人辺り３００００円、光熱水道ネット携

帯で２００００円 

• 全部で約５万円、食事を除いて最低限の生活は

ほぼ奨学金でカバー出来ます。 

• アルバイトで得たお金は２８時間の制限で変

わりません。 

• 何とか１ヶ月３万円で食事に当てることがで

きました。 

 

 

大学３~４年 

• 若いからと言って、カダラがズタボロ 

• 「健全な精神は健全な肉体に宿かれし」 

• 授業はそんなにないので、ジムを通いはじめま

した 

• 食事生活を見直した 

• 一応身体検査では健康な体になりました 

• そのままフィットネスと健康は趣味になりまし

た 

 

修士課程に入ってロータリー米山奨学生になりました 

• 卓話やイベントでたくさんいい経験をさせて頂

きました 

• ロータリアンとの接触で見聞が広がりました。 

• 米山奨学生との繋がりが出来てさらに自分の世

界が広がりました。 

• アルバイトを減らすことが出来て、研究に専念

することが出来ました。さらに日中の架け橋に

なるべく、いろんな取り組みをはじめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今は社会人として、 

日中の架け橋になれるよう、毎日頑張

っています。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 ９月２０日 報告事項   
 
小泉 正博 会長・徳安 久是 幹事 

 

１．川崎鷺沼 RCより、創立 40周年記念式典の礼状を頂

戴しております。 
 

２．9月 11日開催 第 2グループ会長幹事会の報告 
 

３．米山梅吉記念館 50周年記念事業特別寄附の趣意書

と地区からの依頼状が届いております。 

  会員１人当たり 2,800円 

 ※趣意書には 1口 3,000円/人とありますが、当地区

では、毎年度地区資金より 200 円/人を寄付してき

ましたので、これを差し引き 2,800円/人の寄付依



頼としましたとの事です。理事会にて検討 

 

４．地区からの来信 

①クラブ奉仕活動部門委員長会議開催のご案内が 

届いております。 

  日時：2018年 10月 9日(火) 15：00-17：00   

場所：メモワールプラザソシア 21 4階 
 
※出席対象者：職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の 

各委員長 
 

 ②米山カウンセラー研修会開催のご案内が届いて 

おります。 

  日時：2018年 10月 4日(木) 15：00-17：00   

場所：メモワールプラザソシア 21 3階 
 

 ※カウンセラーハンドブック持参のこと 
 

 ③ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）パートⅡ開催の 

ご案内が届いております。 

  日時：2018年 10月 14日(日) 8：30-16：30   

場所：聖光学院中学高等学校 
 
※出席対象者：今まで受講した事のないクラブ会長、

会長エレクト、幹事、クラブでの推薦及びロータ

リーを一層理解したい方、将来有望な若手や中堅

の会員の方々 （ご案内状ポスティング） 
 

④当地区初の試みとして、一ロータリアンとしてご

参加頂ける、海外メークアップツアーを企画。 

第一弾となるタイへのツアーのご案内が届きまし

た。（ご案内状ポスティング） 
 
 ※海外のロータリアンとの交流を持つ機会を提供す

ることで、所属クラブの国際奉仕活動のきっかけ

をつかんで頂いたり、個々の皆さまのより充実し

たロータリーライフにつなげて頂いたりできれば

と企画。参加ご希望の方は、9 月 25 日までにＦＡ

Ｘにて地区国際奉仕委員会(ガバナー事務所)宛お

申込み下さい。（先着 10名） 
 

⑤「第 5回地区大会芸術祭作品出展のお願い」 

「第 57回ロータリアン展出展者募集」 

 （チラシポスティング） 

   

５．他クラブ例会臨時変更  

●川崎高津 RC  

10月 11日(木) 移動例会 防災教室「南原小学校」 

10月 25日(木) 移動例会 湯もみの里（ｾﾝﾀｰ南） 

11月 8日⇒10日(土) 移動例会 地区大会 

11月 15日-16日  親睦移動例会 ホテル河鹿荘 

●川崎中央 RC  

10月 15日(月) 1500回記念夜間移動例会  

 川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル 5階 

●川崎北 RC  

10月 31日(水)  休会 

11月 14日⇒10 日(土) 地区大会参加 

12月 19日(水)  年忘れ家族会  

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：00 

12月 26日(水)  休会 

◇地区大会 出欠確認中です  

  

◇2017-18年度新会員の方への記念品お渡し 

 中村敏史会員  

井元雄一会員 9/6 お渡し済み 

 

◇堤 研司会員 皆出席のバッチお渡し 

 

 

今後の予定 
 

10 月 4 日(木) 例 会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒  理事会 11：00～ 

卓話：中原区危機管理担当課長 

松山 和俊 様 
  防犯ネット 目録贈呈式 
   
 

10 月 11 日(木) 研修会 18：00～ 

 クラブ活性化委員会担当 

※詳細は、別途ご連絡 

 

 

10 月 18 日(木) 早朝例会 点鐘 7：30  

ホテル精養軒 

柳下ガバナー補佐を迎えて 

ガバナー公式訪問前のクラブ協議会 


