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おはようございます。 

蔡遣さん、昨晩からお付き合い頂き、あ

りがとうございます。今日は卓話よろし

くお願いいたします。蔡さんは2013－

2014年度の米山記念奨学生で、当クラ

ブが世話クラブでした。その頃から日本

語は上手で、スピーチの内容もとても良かったので、昨年の弁論大会

で決勝に残ったことは何ら不思議ではなく、逆に賞を逃したことの方

が不思議に思えたくらいです。蔡さんの弁論大会でのスピーチは、「外

国人による日本語弁論大会」のＨＰ上に第59回大会のスピーチ動画

が公開されていますので、昨年テレビ放送を見逃した方はぜひご覧く

ださい。 

現役の米山記念奨学生の肖英華さん、昨年4月15日に米山梅吉記念

館で初めてお会いしたのがつい昨日のことのように思い出されます。

3月3日には同記念館での修了式を終え、昨晩が送別会、奨学生とし

ては今日の例会が最後ですね。勤務先が大阪ということで再会の機会

は少ないかもしれませんが、どこかで会ったら「やあ」と声かけあい

ましょう。1年間、例会やその他の活動に参加して頂き、ありがとう

ございました。 

 

 

１･ロータリーの友3月号・ガバナー月信№9配布・IM浜松東実行

委員会より、講演者の本のプレゼントが有り、当日までに一読くださ

い。 

･名簿更新時期です、変更ある方は3月26日までに、提出してく

ださい。 

２･本日、第3回役員理事予定者会議 メフェアにて開催致します。 

３･3･11東日本大震災募金お願いします。（募金合計￥５３、０００） 

 

 

3月・熊谷真一さん ゴルフを始めまし

た、今年も一年体に気を付けていきたい

と思います。 

三枝潤也さん ホワイトデー生まれで

す。健康診断が3月に有りましたが、健

康診断が失敗と云う事が起きました、再

度4月に受けます。 

坂井光蔵さん 誕生日当日は、ミャンマーにいます。 

村井睦彦さん 体が大事なのでジムに入り体を鍛えております。 

高貝亮さん これから1年頑張ります。 

野田みよ子さん 健康に気をつけてます、山下さんに勧められてゴル

フのレッスンを受けることになりました。 

2月・高木一浩さん 今年一年よろしくお

願いします。 

藤田光弘さん 友人と集まりましたけれ

ども、あそこが痛いここが痛い、そんな話

をしております。薬を飲まないように頑張

って行きたいと思います。 
小田木基行さん 忘れられるように行きたいと思います、よろしくお

願いします。 

諸星圭吾さん 趣味で弾いてるギターが来月4月13日ライブをしま

す、パワーバンドお休みです。時間がある方お越しになってください。 
堀内善弘さん 次年度の方で頑張りますよろしくお願いします、 

小澤邦比呂さん 病気のデパートと言われてますが、まだまだ病気が

増えております。これからもよろしくお願

いします。 

1月・曽布川美登理さん 2か月前ですが 

インフルエンザで倒れておりました。 

 

 

 

米山記念部会「感謝の出会いパワー浜松ロータリー」 

 

 
諸星副地区幹事 堀内副幹事 地区研修・協議会 
運営協力スケジュール（オールパワーで配信済） 
浜松ハーモニーＲＣより出席応援依頼が有ります。 
アクトシティ浜松大ホール   
4 月 6 日（土）設営準備 午前中のみ 
4 月 7 日（日）本協議会  
 
 

 
「昨日は、送別会有難うござい
ます。本日が、最後の例会とな
りました。皆様、カウンセラー
伊藤さん、一年間有難う御座い
ました、このご恩は一生忘れま 
せん」。 
 

■会場：オークラアクトシティホテル浜松 3 階 チェルシーの間 

■司会：龍谷義行 市川正良  

■点鐘：鷲津有一 ■週報：小川善嗣 

■ロータリーソング：「それでこそロータリー」  

■ゲスト：米山学友会 蔡遣 様 

米山記念奨学生 肖 英華さん 

 

①浜松 RC 久野幸太郎様②鷲津会長
２件③原田道子さん④金山土洲さん
⑤小澤邦比呂さん⑥米山記念部会２
件⑦高貝亮さん⑧蔡遣さん 

会員数 78 名（内出席免除会員 2 名） 

出席数 67 名 出席率 88.16％ 

前々回出席率 84.21％ 

RI 会長 ﾊﾞﾘｰ･ﾗｼﾝ /第 2620 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 星野義忠 /会長 鷲津有一 /幹事 鈴木一広  
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Email:info@power-hamamatsurc.jp  http://www.power-hamamatsurc.jp 
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「感謝の出会いパワー浜松ロータリー」米山記念部会 

 
皆様おはようございます。先ほど、
ご紹介に預かりました、元米山記
念奨学生の蔡遣です。本日はこの
ような機会を頂き本当にありが
とう御座います、この場でまた皆
様にお会いできて、大変嬉しく思
っています。本日は「感謝の出会

いパワー浜松ロータリー」というテーマで、お話をさせて
いただきたいと思います。内容は自己紹介、学生生活につ
いて、社会人について、今後の展望と四つです。まず簡単
な自己紹介ですが、私は蔡遣と言います。苗字と名前両方
とも難しい漢字なので、蔡という漢字を、葵という漢字に
間違えられたこともありました。そのおかげで、日本人の
友達に「葵ちゃん」と冗談で呼ばれたりもしました。皆さ
んも、私を見かけたら、葵ちゃんと呼んでいいですよ。 
私の出身地は、中国の西安です。日本の京都と雰囲気が似
ている町です。この西安の大学で日本語を勉強してから来
日し、今の常葉大学である浜松大学で経済学を勉強しまし
た。その後、マーケティングをもっと勉強したいと思い、
静岡大学の大学院に入学しました。卒業後は清水にある鈴
与という物流会社に勤めています。 
次に、学生生活についてお話しいたします。 
地獄のような受験の後、努力が実り無事西安の大学に入学
することができました。ボーイッシュだった私は、当時日
本女性の女性らしさに興味を持っていたので、日本語学科
を選びました。 
卒業後に編入生として、念願の日本の大学へ留学すること
ができました。日本での学生生活は、勉強、アルバイト、
ボランティア活動などで、とても充実したものでした。充
実した生活でしたが勉強、アルバイト、ボランティア活動
の両立は大変でした。そんな時、米山記念奨学金を頂く事
になりました。 
2016 年に鈴与に入社してからは、学生時代とは違った充
実感の中で生活しています。新人研修の後、スポーツ用品
を取り扱っている、清水の物流センターで現場研修を受け
ました。現場での研修は経験したことがないことが多く、
新鮮な気持ちで取り組んでいました。会社の海外法人であ
るタイや、中国へ海外研修も行ってきました、現地のナシ
ョナルスタッフと一緒に作業をしたり、改善案を考えたり
するなど、興味深い研修でした。すべての研修が終わって
からは清水に戻り、物流の基本を学びました、現場管理と
いう立場で、どうすれば生産性を上げることができるか、
どのような人員配置にしたら業務を円滑に進められるか、
奮闘する毎日でした。そのような生活が約 1 年続いた後、
本社の通関部に移動し現在に至ります。 
最後になりますが、これから先大好きな日本で暮らしてい
くために、私が大切に大事にしている三つのことを話しし
ます。 
一つ目は素直な心です。外国人として異国で暮らすには、
周りとの信頼関係が何よりも大切だと考えています。素直
な心で相手と接することは、より良い人間関係を築くこと
への第一歩だと思います。 
二つ目は本気な努力です。私には目標がまだまだいっぱい
あります。それらを一つずつ実現するには、本気な努力を
しなければなりません、こちらのクラブで出会った方から
「本気で頑張っている人には必ず応援団ができる。私たち
は蔡ちゃんのことをずっと応援しているよ」という、あり
がたい言葉をいただきました、自分の夢を実現できるよう
に応援してくださっている、皆さんの気持ちに応えられる
ようにこれからも努力し続けます。 
三つ目は感謝の気持ちです。良いことも悪いことにも感謝
し、心の豊かな人になりたいです。 
この三つのこと忘れずに、広い心を持ち芯の強い人間にな
れるように頑張っていきます。また、ロータリーで学んだ
報恩奉仕繁栄を、次は私自身が次世代伝えられるようにも
頑張っていきたいです。ここで時間少し有る様ですので、
昨日出席させて頂いた、肖英華さんの送別会の事を話させ

て頂きます。送別会で、パワーのメンバーから、花や温か
いメッセージを頂き、心にものすごく響きました。このス
クリーンは、今日の朝作りました。中国のことわざで滴水
之恩、当涌源相報「一滴の水のような恩にも湧き出る泉の
ような大きさでこれに報いるべし」が有ります、私は恩を
頂いたので返すことは当然のことですが、自分が恩返しで
きる人間なのか、自分が一番関心を持っています。そこで、
自分の解釈を入れて、このようにしてみました。 

滴水之恩、力量之源「一滴の水のような恩でも、パワーの源
となる」です。 
日本社会で、外国人として生きていく上で、良い事ばかりで
は有りません、ショックも沢山受けます、パワーの人達の様
な、優しい良い人ばかりでは有りません。自分一人で、乗り
越えられない事も有ります。しかし、私達米山奨学生には、
パワーの皆さんが居るので、何か有ったら、パワーの皆さん
に相談します。 
以上をもちまして、私の発表を終わらせて頂きます。 
まだまだ未熟ですが、皆様の恩恵を忘れずに、頑張っていき
ますので、よろしくお願いいたします。本日は本当に、あり
がとうございました。 
※詳細は音声データをお聞きください。 

 
 
浜松ロータリークラブ 会員久野幸太郎様 3 月 16 日改定
のＪＲ時刻表を本日配布させて頂きます。是非ご利用くださ
い。グランドホテル玄関前やオークラホテル玄関並びに浜松
駅乗り場等では交通タクシーを順番にかかわらずご指名、ご
利用頂けますようよろしくお願いいたします。また、他社タ
クシーチケットをお持ちの方も、ご遠慮なくご利用下さい。 
鷲津会長 肖英華さん 1 年間お疲れ様でした。仕事も生活も
新しい環境になり、慣れるまで時間がかかるかもしれません
が、持ち前のバイタリティと笑顔で乗り切ってください。新
天地でのご活躍をお祈りいたします。 
鷲津会長 蔡遣さん仕事を休んでまで卓話のために来ていた
だき、ありがとうございました。流暢な日本語でのスピーチ
素晴らしかったです。またパワーの例会に遊びに来てくださ
い。  
原田道子さん 高丘でコンビニのローソンを新築しました。
当パワーの長谷川さんにも高貝さんにもご協力頂きましたあ
りがとうございました。ただオーナーが決まらずまだオープ
ンしていません。オーナー（店長）を募集しています。オー
プンしないと家賃がもらえませんので困っています、よろし
くお願いします。 
金山土州さん 昨日一人の女房で 50 年金婚式を迎えました
が、昨夜は英華ちゃんの送別会に出ました。自分のことより
と言っていましたが実はうっかり忘れていました。いつだっ
たか又「生まれ直した時も一緒だなと」言ったら「もういい
と」言われました。 
小澤邦比呂さん 蔡遣さん本日は卓話ありがとうございまし
た。私の会長年度の米山奨学生でした。あれから 6 年ほどが
経過したわけですが、早いものです。当クラブを忘れずいて
くることを嬉しく思います。今後のご活躍を願ってます、本
日はありがとうございました。  
米山記念部会 蔡遣さんお帰りなさい、今日は清水からおい
出頂き有難うございました。米山奨学生の卒業生としてのご
活躍を耳にしていました。今後共パワー浜松から米山奨学生
が巣立っていく後輩を先輩としてお導きくださるようお願い
申し上げます。  
米山記念部会 昨夜は肖英華さんの送別会にお集まり頂きま
してありがとうございました。15 日に文化芸大を卒業して
16 日には大阪へ就職の為に移ります。会員の皆様のお陰で社
会人として旅立つ事ができました。今後共末永い心のエール
を英華さんに贈って頂けると幸いです。よろしくお願いいた
します。  
高貝亮さん ふじのくに親善大使の蔡遣さん、本日は卓話を
ありがとうございました。これからも益々のご活躍をお祈り
しています。  
蔡遣さん 本日卓話の機会を頂きありがとうございました。
これからも元気よく頑張っていきますので、よろしくお願い
いたします 。 
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