2015～16 年度 国際ロータリーテーマ
「 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
2015～16 年度 関ロータリークラブテーマ
「 ONE FOR ALL ，ALL FOR ONE 」
第 50 代会長 藤井 淳

第 2408 号
前例会の記録 第 2407 回 3 月 8 日（火）12：30
「米山奨学生 呉紅玲さんを送る会」
◆開会点鐘
◆「奉仕の理想」斉唱
◆会長挨拶 藤井淳
本日は呉紅玲さんを送る会を例会
として行います。会員の皆さんは、呉
紅玲さんのことを良く御存知だと思
いますが、折角ですので簡単にプロフ
ィールをご紹介したいと思います。そ
の前に、本日はご家族の方もお見えに
なっておりますのでご紹介したいと
思います。ご主人の李 峰(り ほう)さ
んは 2008 年から日本で働いてみえますので、呉紅玲さ
ん同様日本語はお上手だと思います。お子様もお二人み
え、長女の李 瞳(り ひとみ)ちゃん 6 歳と長男の李 洋
毅(り ひろき)君は１歳です。お子さんは日本で生まれ
てみえるので、瞳ちゃんは呉紅玲さんよりも日本語が上
手だと伺いました。呉紅玲さんは、2008 年の夏に中国か
ら来日されました。ご主人が日本で先に働いてみえまし
たので、家族ビザで入国されました。 2014 年 4 月から
2016 年 3 月まで米山奨学生ということで、現在 中部学
院大学経営学部の 4 年生です。今月卒業見込みとうかが
っています。呉紅玲さんは、奨学生レポートを半年に１
回位の割合で出してみえますが、母国語ではない日本語
で自分の考えをしっかりと表現できており、驚きを禁じ
得ません。ひょっとしたら私も含めてこの中の何人かの
方より、日本語がお上手なのではないかと感心しました。
ロータリーの米山奨学生事業は、奨学生の皆さんだけで
なく、世話クラブの会員にとっても刺激になり、勉強を
させてくれる事業なのかなと思います。国が違い異なる
文化の中で、米山奨学生として勉学に励み、子供を出産
し育てられ、またこの４月からは社会人として働き始め
るということは、並大抵の努力ではできません。きっと
新しい友人にも恵まれ、ご主人などご家族の理解もあっ
てのことだと思います。呉紅玲さんは昨年９月の奨学生
レポートの中で、
「ロータリーは私の家族みたいです。
ロータリーは安心感を与えられる存在である。
」と書い
ておられます。そのように感じて頂けたのなら大変光栄
ですし、嬉しく思います。大学卒業後、社会人になられ
てからもロータリーの例会に家族として帰ってきて頂

平成 28 年 3 月 16 日（水）
ければ、会員一同熱烈歓迎したいと思います。呉紅玲さ
んの今後のご活躍とご家族のご健勝をお祈りしまして、
会長挨拶に代えさせて頂きます。
◆委員会報告
◎出席委員会 委員長 加藤照彦
会員 46 名中 出席 31 名 出席率 70.46％
◎ニコボックス委員会 副委員長 大岩寿喜子
会長・副会長・幹事の皆さん・・・呉紅玲さん、永い間本当
にお疲れ様でした。今後のご活躍、おおいに期待申し上
げます。
カウンセラー 伊佐地英俊さん・・・呉さん及びそのご家族
の、皆さんのご来訪を歓迎致します。呉さんは、米山奨学
生として 2 年間頑張りました。幼い子、乳呑み子を抱えて
の学業と育児の両立は、さぞかし大変だったと容易に想像
されます。努力家の呉さんの今までの姿勢を続けるなら、
社会に出ても立派にやって行け、素晴らしい人生が待って
いると思います。なお、誕生日カードを、有難うございま
した。
清水（公）、堀部、長尾、小原、大岩の皆さん・・・・呉紅玲
さん、そして呉ファミリー、米山奨学終了おめでとうご
ざいます。母として、妻として、そして学生として本当
によく頑張られましたね。今後のますますのご活躍を期
待しています。
池村真一郎さん・・・・呉紅玲さん、この度は米山奨学終
了おめでとうございます。本日出席予定でしたが、不覚
にも人生初のインフルエンザにかかってしまいました。
欠席をおゆるし下さい。地区大会の代表に選ばれ、そし
て素晴らしいスピーチを、思い出に残るとともに感動を
与えてくれました。有難うございました。今後の人生大
きく羽ばたいて飛躍することを祈念しながら、挨拶の言
葉に代えさせて頂きます。
山谷庸二さん・・・お久しぶりでございます。久々の例会
出席です。よろしくお願い致します。
佐藤敏則さん・・・・バースデーカードを有難うございま
した。
木村聡さん・・・・バースデーカード有難うございました。
40 代最後の年になりますが、健康に留意しながら頑張っ
て参ります。
掛布真代さん・・・・バースデーカードをいただきました。
有難うございました。

◆贈る言葉

直前会長 髙井昭裕
呉紅玲さんのお世話をさせていた
だいた一人としてご挨拶させていた
だきます。留学と言うとかつて自分が
(旧西)ドイツに滞在していたことを
思い出します。当時ロータリー財団奨
学生として留学していた若い日本人
音楽家たちと一緒に語学研修しまし
た。米山奨学事業は日本に奨学生を迎
える事業ですが、人の交流によりそれ
ぞれの国の相互理解、親睦が深まり、
平和の基盤となると思います。呉さん滞在中、カウンセラ
ーを急遽代理でこころよく務めていただいた清水公男様、
桑名中央クラブでの呉さんの卓話発表など同行しご尽力
いただいた池村様はじめ会員の皆様のご協力に昨年度会
長として重ねて厚く御礼申し上げます。呉さんは平成２６
年１０月の地区大会にて米山奨学生の地区代表としてス
ピーチされました。その時の様子を（最近はあまり更新さ
れていませんが）フェイスブックの当クラブページに池村
さんがビデオ掲載していただいておりますので、ご高覧い
ただければと存じます。当クラブにとっても大変栄誉なこ
とであったと思います。呉さんが今後ますますご活躍され、
日中両国の親善が深まることを祈念いたします。
◆贈る言葉
カウンセラー 伊佐地英俊
２年前の４月５日桑名シティホ
テルで３時間にわたり米山奨学生の
オリエンテーションがありました。
その時、初めて呉さんとお会いをし
ました。オリエンテーションが終わ
る２０分前くらいに、呉さんが言い
ました。
「７月に赤ちゃんが生まれま
す。
」
それを聞いた衝撃は計り知れな
いくらい大きく、途端に、めまい・
動悸・息切れが襲ってまいりました。まさに、びっくり仰
天金魚の目状態でありました。後日、米山奨学の委員長に
相談しましたら、赤ちゃんを産む人の例もあるので、何か
問題が起きたら、その時に解決しましょうということで一
件落着しました。しかし、その後も、呉さんには驚かせら
れました。頭の良さはもとより、大変な頑張り屋さんであ
り、大変な勉強家であり、大変な努力家でありました。上
のお子さんも当時４歳と小さく、また、生まれたばかりの
赤ちゃんを抱えてみえれば、育児と学業の両立がいかに大
変か容易に想像ができます。夜泣きやら、熱を出したりや
ら、風邪をひいたりやら、いろんな苦労が一杯あったと思
います。呉さんは、それをすべて乗り越えられました。敬
意を表したいと思います。また、米山奨学会へ出されたレ
ポート４本を見ても、文章作成能力も文章構成能力も大変
素晴らしいものがあり、称賛に値する内容でありました。
今までの姿勢を今後とも保ち続ければ、呉さんとその家族
の皆さんには素晴らしい人生が待っているものと確信す
る次第です。最後に、呉さんを送る会の今日３月８日は、
私の誕生日です。呉さんに「ラッキーだわ」
「嬉しいわ」
と思っていただけることを、だだひたすらお祈りをし、こ
れをもってはなむけの言葉といたします。
◆呉紅玲さんご挨拶
皆様、こんにちは。本日は、お忙し
いなか、私のためにこんなに盛大な送
別会を開催していただき、本当に、本
当に有難うございました。早いもので、
米山奨学生になって 2 年がたちまし
た。奨学金のおかげで無事に卒業する
ことができます。本当に心から感謝申
し上げます。この 2 年間は、よい思い
出として、大切にしたいと思います。
ロータリーは国や民族、文化そして職
業が異なる世界中の人々が結び合い、国際理解、親善平

和を推進することを目的としています。これからもロー
タリーの精神を忘れずに中国と日本との懸け橋になっ
て日本との友好のために頑張っていきたいと思ってい
ます。卒業したら、貿易関係の会社を作りたいと思って
います。父のような障がい者のために、日本の良い介護
用品や、医薬品を届けてあげたいと思います。これから
も皆様のご支援ご協力のほど、よろしくお願い致します。
本日はどうも有難うございました。
◆李峰さんご挨拶
皆様、こんにちは。今日は、美味し
いお食事もいただき、嬉しく思います。
この 2 年間皆様からご支援をいただき
ましたおかげで、妻が、アルバイトを
することなく勉強と育児に専念するこ
とができました。改めて、私からも感
謝を申し上げます。本日は送る会です
が、皆様とお別れするとは思っていま
せん。長女は、岐阜市で生まれておりますし、妻は 4 年
間、関市の大学で勉強してきました。岐阜市、関市は、
私たちにとって第 2 の故郷だと思っています。これから
も私たちは日本で頑張っていきますので、またお会いす
る機会があると思いますが、どうかよろしくお願いしま
す。今日は本当に、ありがとうございました。

◆幹事報告
◎東日本豪雨災害義援金に際し、
2820 地区、
2520 地区 2550
地区より御礼状拝受
◎地区研修協議会のご案内
日時：4 月 17 日（日） 10：30
場所：飛騨・世界文化センター
◆3 月ゴルフ会
日時：3 月 12 日（土）10：02
場所：美濃関カントリー倶楽部
優 勝：藤井淳
準優勝：後藤信介
3

位：土屋佳久

次例会のご案内
3 月 22 日(火)12：30
「偽装された食品の問題
～捨てるのはもったいないか～ 」
関保健所 技術課長補佐 今尾幸穂様
担当：国際奉仕委員会
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例 会：毎週火曜日 12：30（第 3 週は水曜日に 18：30）
例会場：岐阜県関市本町 6-20 大垣共立銀行関支店2Ｆ
事務局：岐阜県関市平和通 7-10-25 アメリア

