
次回の例会
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クラブテーマ ： 持続可能なロータリー（サスティナブル  ロータリー）～絆の再構築へ～
地区スローガン ： 感動、感激、そして感謝
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寄付金の状況

 10月 6日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 115,000円 881,000円 3,000,000円

米山奨学金 27,000円 928,000円 2,544,000円

ロータリー財団 12,000円 1,913,620円 3,880,000円

ありがとうございました。

細江　究・山岸恒一
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
松田将裕会員の新しい門出をお祝いして。 ( 野村直之 )
感謝。 ( 萬谷光司 )
衣替え! やはり例会にも張り合いがあって良いですね。
 ( 宮﨑茂和 )
 各　君

荻原昭人・石橋正人・伊藤仁一郎・加藤幹夫・渡邉義信
謝　燕琴さん、卓話ありがとう。頑張ってください。 ( 油谷啓司 )
謝さん、卓話ありがとう。内容と日本語力が素晴らしい。
 ( 片岡正明 )
今月は米山月間です。 ( 木瀬雅博 )
謝さん、卓話ありがとうございました。 ( 清川卓二 )
謝さん、卓話お疲れ様でした。 ( 瀬越智和 )
私自身、初の米山月間。学ばせていただきます。 ( 髙橋宏幸 )
今日は私が最初の米山奨学生カウンセラーを務めた周  梦瑶さ
んの誕生日です。クラブ卓話の日でもあります。 ( 玉木　洋 )
 各　君

【皆出席御祝】玉木　洋
【誕生日御祝】荻原昭人・加藤有司・辻橋清和・山野井秀一・
山本晃司
誕生日御祝 / とうとう74 才になりました。 ( 油谷啓司 )
誕生日御祝 / 新たな気持ちで様々挑戦する年にしたいと思いま
す。 ( 久代雄一郎 )
誕生日御祝 / ありがとうございます。 ( 柳町剛弘 )
誕生日御祝 / とうとう81 才になりました。 ( 山内鴻之祐 )
誕生日御祝 / 皆様のお陰で 62 才を迎えることができました。
 ( 吉岡正盛 )
【配偶者誕生日御祝】加藤有司・清水盛伸・髙木義秀・寺本光宏・
西岡宏二郎・南　宏季・山内鴻之祐
【結婚記念日御祝】小森富夫・清水慶造・清水則明・清水盛伸・
髙木義秀・寺本光宏・西岡宏二郎・藤本潤一・村田良昭・
山本晃司・渡辺崇嗣
結婚記念日御祝 / 家内に感謝です。 ( 大森正男 )
結婚記念日御祝 / 夫婦ともに元気です。ありがとうございます。
 ( 齊藤英夫 )
結婚記念日御祝/ 妻を愛していますが、片思いです。(清水正一)
結婚記念日御祝 / 結婚 35 周年を迎えました。 ( 平野洋一 )
結婚記念日御祝 / 出会って40 年。感謝 ! ( 萬谷光司 )
結婚記念日御祝 / 結婚 56 年目になります。 ( 山内鴻之祐 )
結婚記念日御祝 / 家族全員の健康に感謝。 ( 吉田清二 )
長男が産まれました。母子ともに健康です。 ( 柳町剛弘 )
瀬越智和
 各　君

■10月 20日(木) 
   会員卓話(西岡 宏二郎会員)
■10月 27日(木)  
  創立72周年記念例会(夜間)
■11月   3日(木)  
  休  会(文化の日)
■11月 10日(木)
  栄誉行事/
  クラブフォーラム
   (R財団委員会) 
■11月 17日(木)
  職場訪問(移動例会)
   訪問先：福井銀行 本店

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
  表    彰
  米山功労者 / 山本　宝 会員（第２回）
  委員会報告・幹事報告・その他
  ゲスト卓話 /
  福井大学大学院教職開発研究科　　木村　優教授
  福井大学大学院教職開発研究科　　清川　亨教授
  演  題「生徒と地域、企業を結びつける
     グローカル探究エージェンシーGIA の挑戦」
13 時 20 分 閉会点鐘

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時20分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 会員卓話 ( 西岡  宏二郎 会員 )2022年 10月20日(木)

現在、コロナ感染対策として各ロータリークラブはビジター
受付を行っておりません。
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2022年10月13日　第3509回本日の例会

　ウサギとカメの話は日本でも有名な寓話ですが、世界各国にもウサギとカメという寓話があります。ちな
みに日本のウサギとカメの教訓は「真面目にコツコツ努力する大切さ」を伝えています。ここで日本と各国
のウサギとカメの教訓を比べてみましょう。
　フランスでは、ウサギはカメを先に走らせておいて、ゴール近くで格好良く追い抜こうと考えていた。け

れどもスタートが遅すぎたので、カメを追い抜くことができずに、ウサギは敗れた。教訓は「取りかかりは早くする」。
　イランの兎と亀。イランのカメは、頭のいいカメ。競走をはじめる前に、自分そっくりな弟がいるのでその弟を呼んできて、
ゴールに立たせておいてから競走をした。ウサギがどんなに速く走っても、カメには負けてしまうことになります。教訓は「意
味のない競争をするな」です。
　カメルーンの兎と亀では、カメは、親類のカメたちを集めた。走る道筋に一定の間隔で隠れていてくれと頼み、そして出走。
ウサギが途中で確かめるたびに必ず後ろにカメがいたので走りに走り、ついにゴール前で倒れて死んでしまい、カメの勝ち。
教訓は「大切なものは、準備・知恵・連帯」
　インドの兎と亀は、インドの話は、日本と同じで、ウサギは昼寝をしてカメに敗れる。だけど悪いのはカメのほうで、「も
しもしウサギさん、目を醒ましたらどうですか」と、なぜ一声かけなかったのか？教訓は「友情を大切にしなくてはならない」
　日本以外の 4カ国の教訓を見てもかなり違います。文化の違い、まさに多様性です。RI の方針には、「ロータリーで私たちは、
持続可能な良い変化を生むために人びとが手を取り合って行動する世界というビジョンの実現には、多様性があり、公平で、
インクルーシブ（包摂的）な文化を培うことが不可欠であると理解しています。 
　私たちは多様性を重んじ、すべての背景、年齢、民族、人種、肌の色、障害、学習スタイル、宗教、信条、
社会経済的立場、文化、婚姻状況、使用言語、性別、性的指向、ジェンダー自認だけでなく、異なる
アイデア、考え、価値観、信念を持つ人びとによる貢献を大切にします。」と明記されています。こ
れからの時代は、相手との違いを否定するのではなく、受け入れながら新たな答えを創造していくこ
とが求められます。私たち福井ロータリーにおいても DEI（多様性・公平さ・包括）を元に、開かれ
た活気あるクラブを創造していきましょう。

2022-23 年度  会 長

荻原  昭人

10月は「地域社会の経済発展月間」です。 － 私たちの活動が地域社会の発展に、そして世界平和に貢献できて感謝 。  －
10 月は「米山月間」です。 － 若者に未来を託する若者の交流促進 。  －

会長挨拶

①　10 月 29 日 ( 土 )　開催されます　IM 
第 6 組懇親会開催についてご連絡です。
残念ながら開催は中止となりました。よっ
て、登録料は徴収いたしません。基調講演
終了後、解散となります。バスご利用の方

は 18 時 30 分ごろ福井駅東口到着を予定しております。

②　IM第 6組　開催時　新会員セミナーが実施されます。
2020 年 7月から現在までにご入会された方はぜひご参加い
ただきますようよろしくお願いいたします。

③　本日、例会終了後、聚楽の間にて
理事会を行います。参加される理事役
員皆さま、よろしくお願いいたします。

幹 事　中広　久

幹事報告 】



2022 学年度　米山奨学生　謝  燕琴さんに荻原  昭人会長より
奨学金の授与がされました。

● 現在会員 142名
● 出席者 87名
● 欠席者 44名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 66.4％

● メークアップ 25名
● 欠席者 25名
● 修正出席率 81.2％

  9 月 8 日 ●メークアップ　　　中島良成、片岡正明、髙橋宏幸、上田
祐広、吉岡正盛、出雲路康照、久代雄一郎、清水正一(10/4 
福井フェニックス)、木瀬雅博(10/4 武生、10/5 大野)、木村憲
一(10/7 地区2022-23年度 第1回ロータリー情報委員会)
 各  君

 2022 年 10 月 6 日　　第 3508 回　

米山奨学金　授与

例会報告

栄誉行事

2022 学年度　米山奨学生
謝　燕琴さん

皆出席御祝

配偶者誕生日御祝

在籍御祝 誕生日御祝

結婚記念日御祝

玉木　洋 会員 (8 年 ) 長田 裕美 会員 (10年 )
前川 小百合 会員 (10年 )

荻原 昭人 会員、加藤 有司 会員、辻橋 清和 会員、浮田 愼太郎 会員
吉岡 正盛 会員、油谷 啓司 会員、斉藤 信二 会員、山内 鴻之祐 会員
山本 晃司 会員、田畑 賢一 会員、宇野 良二 会員、山野井 秀一 会員
柳町 剛弘 会員、角谷 恒彦 会員、酒井 哲夫 会員、久代 雄一郎 会員
英　貴子 会員

山内 鴻之祐 会員、萬谷 光司 会員、大森 正男 会員、吉田 清二 会員
清水 盛伸 会員、平野 洋一 会員、斉藤 信二 会員、齊藤 英夫 会員
清水 正一 会員、髙木 義秀 会員、稲田 朋美 会員、小森 富夫 会員
清水 慶造 会員、清水 嗣能 会員、寺本 光宏 会員、渡辺 崇嗣 会員
竹村 浩和 会員、長谷川 英一 会員、清水 則明 会員、村田 良昭 会員
西岡 宏二郎 会員、山本 晃司 会員、藤本 潤一 会員、小野田 亮 会員

髙木 義秀 会員、山内 鴻之祐 会員
寺本 光宏 会員、南　宏季 会員
竹村 浩和 会員、加藤 有司 会員
三浦 博樹 会員、西岡 宏二郎 会員
清水 盛伸 会員

米山奨学生卓話

謝　燕琴さん

　皆さん、こんにちは。今回は私の２回目の卓話となりますが、1 回目をお聞きになった人がいれば、まだの
人もいらっしゃると思いますので、今日改めて簡単な自己紹介をさせて頂きたいと思います。
　私はシャ エンキンと申します。シャは苗字で、エンキンは名前ですが、周りの人達によくえんちゃんのこ

とを呼ばれています。そして、私の出身は中国の福建省にあるアモイという都市です。アモイは上海や北京のような都市と比
べたら、あまり馴染みがないですが、実は地図が示されているように、アモイは台湾海峡を隔てて台湾に臨んでいるというと
ころです。いわゆる、アモイは中国の南に位置して台湾と近い都市です。そのため、アモイの食文化も言葉も台湾と非常に近
いです。私も小さい頃、両親と一緒に船を乗って台湾へ何回も行ったことがあります。また、現在は、福井大学の大学院で知
能システムを専攻しており、計算機支援診断研究室に所属されて主に AI を用いた画像診断について研究しております。最後、
趣味について、理系女のため、インドアの人じゃないかと思われるかもしれませんが、私は意外とアウトドアの人なので、特
に旅行やハイキングすることが好きです。
　次は日本に来るきっかけと日本での留学についてお話ししたいと思います。私が小さい頃からずっと尊敬していた従姉妹は

日本の企業と連携している会社に勤めていて、日本のことにとても詳しいので、よく従姉妹から日本のテクノロジーや文化を
教えてもらい、日本はアジアで最も工業が発展しており、文化的も深みがある国だという好印象を残しました。そして、当時
日本製のものは繊細であるのみならず、品質もちゃんと保たれているため、中国ではともて人気でしたが、自分でもそんな繊
細なものを作れる職人になりたくて日本へ留学したいと確信しました。しかし、両親には金銭的な負担をかけたくないと考え、
どうすべきかと悩んだ時点では、ちょうど高校の先生に日本政府の文部科学省奨学金プロジェクトを勧められ、選抜試験を受
かった後に国費留学生として日本へ来ました。実、このプロジェクトは一年間の日本語学校と二年間の専門学校のコースであ
るため、最初の一年間は大阪の日本語学校で日本語の基礎を学習し、その後、専門学校に約二年間通っていました。また、専
門学校でロボット工学を学ぶうちに AI が色々な分野に活用された事例を知り、特に AI を活用した病気の早期発見や治療に対
して関心を持たれました。しかし、専門学校では学べるものは非常に限られていましたし、自分が興味ある AI 医療に関する研
究に取り組むため、編入試験に尽力して大学に進学する事にしました。ですから、2020 年に編入生として福井大学に入学し、
学業と研究に注力して二年間を過ごしましたが、やはり自分の研究では足りない部分や改善できるところがまだまだあると考
え、研究を続けるため大学院に進学することにしました。
　来日して間もなく六年目ですが、せっかくなのでこの場を借りて私が感じてきた中国と日本の違いをいくつピックアップし
て詳しくお話ししたいと思います。まずは生活文化においての違いです。みなさん会計する時にいつも何の決済手段を使って
いますかな？中国では 2014 年にモバイル決済が普及されてから、今の人はほとんど現金を持ち歩きません。アリババのアリ
ペイもその代表として、中国のモバイル決済をほぼ独占していますね。しかし、日本ではモバイル決済の普及は結構遅く、今
でも現金やカードを持ち歩く人は多いです。私も日本人の友たちになぜかと聞いたら、携帯で決済するよりも実際に持ってい
る現金の方が安心するという考え方を持っているからと言われました。私の様な中国人にとってはなかなか納得できない考え
方です。それも一つの大違いです。
　次はサービスについての違いです。中国では、接客サービスの意識があまりなく、お客様がありがとうという方が自然ですが、
日本でお客様が神様のような存在であり、バイトの店員さんでもきちんと接客教育を受けないといけないということに私はと
ても驚きました。そして、私はバイトを始めたばかりの頃もこんな様な考え方の違いでかなり苦労しました。例えば、何か問
題がある時、お客さんの方が間違えても店員さんは必ず謝る側ですが、私は最初になかなか理解できず、お客さんや店長に怒
られたことがよくありました。しかし、日本で長い時間過ごすと、日本人がなぜそんなにサービスを重視しているかだんだん
理解できるようになりました。自分がお客さんの立場に立ってみると、仕事で疲れた 1 日ではやはり良いサービスをされたい
と思い、店員さんの行動も店のブラントに大きな影響を与えます。
　次は共有施設についての違いです。よく中国へ出張する日本人でもご存じですが、昔の中国ではトイレなどの共用施設は整
えていなくて出かけると結構不便だと感じたでしょうか？近年、共用施設が整備されても清潔がなかなか保てないという問題
点があります。でも、私が日本へ来たばかりの時には関西空港にある多機能のトイレでびっくりしました。今でも忘れないほ
ど綺麗でした。実は私日本の多機能トイレに興味があってよく調べました。日本のトイレはほとんど手すり、ベビーシート、
オストメイトや音声案内などの体の不自由な方に優しい機能があります。そのため、日本は年配者や障害者へのサポートをす
ごく重視している国だと感じ、それは中国がまだ改善すべきところだと思います。
　さらに、たくさんの違いの中では、今まで一番感銘を受けたのは日本の職人精神かもしれません。特に日本の番組を観ると、
その特徴がよく現れていました。100 年も技を守り続ける京都の着物屋、時代とともに進んでいる浅草の食事屋、細部に渡っ
て研究し抜いた提灯の職人など、数えきれないほどです。私も日本の番組を通して、日本の職人精神に共感し、自分もいつか
職人の心を持っている立派な人間になりたいと思うようになりました。それ以外にも、私がバイトしていた大阪にあるお好み
焼き屋さんは 70 年の歴史もある老舗です。たった 3年間ですが、職人である店長は自分の店ならではの味を守るため、1日も
休まずに、必死に誰でも褒められるほど美味しい料理を作っている姿に感動しました。逆に、中国では二代以上の店の数はわ
ずかであり、味も大分変わってきました。別の話になりますが、私がバイトしていたお好み焼き屋は大阪の梅田東通商店街に
あって、美舟という小さい店です。大阪へ出張する機会があれば是非食べに行ってください。
　最後に、米山奨学生となってからの学生生活と将来のことについて少しお話ししたいと思います。大学院に入ってから半年
間が経ちましたが、私にとって最も充実で大変な半年でした。まず、日本と中国の架け橋として日本で活躍したいや今まで学
んできた知識を活かして日本の社会に貢献したいという考えを持っているため、大学院を卒業しても日本で就職するつもりで
す。そうすると、大学院一年生の後期から本番の就活を始めないといけないと考え、前期では卒業するため必要な単位をでき
る範囲で全部取りました。しかし、大学院では単位を取るだけでなく、研究活動も同時に進めなくてはならないので、最初の
頃は難しい講義内容と厳しいスケジュールでなかなか追いつけませんでした。その状況を変えるためにまず自分が弱いと強い
科目を分析し、優先順位をつけてスケジュールの調整と管理を行いました。さらに、研究活動にて医学部との共同研究である
ため、医学の先生らに自分が考えた提案を説明する必要があります。しかし、医学部の先生らは情報に関する専門的な知識を
持っていないから、わかりやすく説明するため事前に自分の教授と相談や練習したり、図が多い説明資料を作ったりするよう
な工夫をしました。そして、自分の研究能力を伸ばしたいと考え、国内と国外の学会をいくつか参加し、発表させて頂きました。
なおさら、学会で研究成果を相互に提供し新しい情報を得るとともに、自分の専門とは全く異なる人の視点から自分研究にま
だ存在している問題を指摘されることがありまして、ともて有意義な経験と学びだと思います。
　それ以外も、後期の就活活動に向けて準備をするため、夏休みにインターンシップに参加して、数週間の社会人生活を体験
することによって、色んな事を学ぶことができました。複数のインターンシップに参加しましたが、自分の研究と関連性が高
くない所にも参加したため、新しいものを積極的に勉強する熱意がかなり重要だと感じました。学校を卒業して会社に入った
ら、異なる分野でも常に熱意を持って挑戦することが大事だと思っています。また、大学に入ってからずっと研究していて、
大学以外の人と接触するチャンスがあまりないですが、インターンをきっかけに、会社を見学したり、社員さんに応用技術を
説明してもらったり、日本各地の大学生と交流することもでき、すごく貴重な経験ができました。
　先ほどお話をした研究や就活のことは米山奨学金となれたおかげで、金銭的に困ることがなく、毎日を穏やかに過ごすこと
ができていると思っています。米山奨学金をいただけることを本当に感謝しております。私は福井ロータリークラブの例会に
は、月一回参加させて頂いていますが、例会に出席する時はいつもクラブの皆さまが暖かい気持ちで声かけて下さって嬉しい
です。例会では会長の挨拶や様々な優秀な会員の卓話を通じて、大学ではなかなか触れない日本の文化や色んな職業のことを
知ることができて、自分も刺激されて将来では皆さんのような素晴らしい人間になりたいといつも思っています。
　今月は福井ロータリークラブのほか、勝山ロータリークラブでも、卓話をさせて頂くこととなり、他のクラブのメンバーと
の交流を極めて期待しております。今後とも、いろいろなロータリークラブの例会や活動にも参加させていただきながら、ロー
タリークラブの考え方や活動などを体験したいと願っています。また、大学院では勉強にも最善を尽くして、修士論文の完成
に向かって研究に集中して、良い研究成果を残していきたいと考えています。最後になりますが、私は大学院を卒業してから、
日本の会社に就職し、自分が大学院で身につけてきた知識や能力を活かすことによって病気で苦しんでいる人々の助けになり
たいと願っています。これからもお世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
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