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第2748回 村山年度 第14回 会報 2016 10-12 司会 安藤讓治君 
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出席報告  出席委員会  藤崎善隆君 （出席規定の免除会員数5名） 

米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 皆様、こんにちは。先週の夜間例会並びに
観月会には、多くの会員の皆様並びに奥様の
ご出席をいただき、誠に有難うございました。
そして、吉光寺政雄委員長をはじめ親睦委員
会の皆様には大変お世話になり、心から感謝
申し上げます。 
 なお、大森会員は、先頃、胆嚢疾患を患わ
れ入院されておりましたが、無事快癒退院さ 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 10月12日 38(5) 35(4) 3(1) 94.6% 

前回 10月 5日 38(5) 27(2) 11(3) 77.1% 8人 100% 

前々回 9月28日 38(5) 30(2) 8(3) 83.3% 6人 100％ 

れ、本日お元気に出席いただきました。全快
おめでとうございます。 
 また、時庭 稔会員のご母堂様のご逝去に
つきまして、心からお悔やみ申し上げます。 
 さて、早いもので、もう10月中旬になろう
としております。読書の秋、スポーツの秋、
食欲の秋、芸術の秋ということで、少しお話
しさせていただきます。 
【 読書の秋 】 
 まず、読書の秋と言われるようになった由
来は、夏目漱石の「三四郎」の中で、西暦700
年代後半に生きた中国の韓愈（かんゆ）とい
う文人が読んだ「灯火親しむべし」という詩
を取り上げたことがきっかけとなったという
説があります。「秋は過ごしやすい季節で、
夜には明かりを灯もして読書するのに最適
だ」という内容だそうです。 
ところで、読み終わった本はどのように整理
されているでしょうか。出来れば、図書館の
ように分野ごとに整理して、保管・管理すれ
ばいいのでしょうが、なかなかそうはいかな
いと思います。ここでITの登場です。紙の本
は無理（スキャンすれば可能）ですが、パソ
コン等のデジタル機器で入手したデジタル小
説等であれば、ちょっとした図書館以上に整
理・保管が可能です。現に、大森貞男会員は、
膨大な写真の保管・整理を行っておられ、季
節ごとにそれに相応しい作品とエッセーを配
信していただいております。ただ、本の場合
は少し味気ない感は拭えませんが。 
【 スポーツの秋 】 
 次に、スポーツの秋ですが、秋はもともと
体を動かすのに適した気候で、農作物の収穫
も一段落して好天も続くことから、運動会な 
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ども秋に行われる傾向にありました。それが
東京オリンピックをきっかけに、さらにその
気運が高まりました。そして東京オリンピッ
クの開会式のあった10月10日が「体育の日」
に定められ、これを契機に運動を楽しむ風潮
が生まれたことがその由来だそうです。 
 先頃、リオオリンピック・パラリンピック
代表選手団の凱旋パレードが東京銀座で行わ
れました。大勢の観衆に囲まれ祝福を受けて
いた姿は、とても清々しく感動的で、選手た
ちにとってもメダル以上に価値のあることで
はなかったかと思っております。今は少しお
休みください。お疲れ様でした。 
【 食欲の秋 】 
 秋と言えば、お米の収穫、野菜・果物、魚
等々、たくさん美味しいものが入手できて食
べられる季節ですので、納得ですね。現在は、
輸送手段や栽培技術が発達して、一年中美味
しいものが入手できますが、それ以前は、季
節に応じて作物が収穫され、秋が一番食べ物
が豊富な季節でした。そういえば、幹事の植
竹一裕君や青少年委員長の澤田吉夫さんの職
業は、正に、それを担い、私たちの食欲を満
たしていただいています。改めて感謝申し上
げます。旬のものを美味しくいただき、適度
な運動を継続することが、健康増進、そして、
長生きの秘訣ではないでしょうか。 
【 芸術の秋 】 
 最後に芸術の秋ということですが、これは
読書の秋と同様に過ごしやすく、集中して物
事に取り組むのに最適な季節だからだと言わ
れています。その他「二科展」、「日展」、
「院展」という美術の公募展が秋に集中しお
り、関連する芸術イベントも秋に多く開催さ
れていることが由来だそうです。身近なとこ
ろでは宇都宮美術館で「スター・ウォーズ展 
未来へつづく、創造のビジョン。」栃木展が
11月27日（日）まで開催されています。そし
て、六本木の国立新美術館では「ダリ展」が
12月12日（月）まで開催されています。他に
もいろいろ開催されておりますが、私の好み
としてこの2展を紹介させていただきます。特
にダリ展については、世界3か国の主要ダリ・
コレクション及び国内重要作品を併せた、約
250点が展示され、10年ぶりの開催ですので、
興味のある方は、是非ご覧いただければと思
います。先週、会議のついでにいってみまし
たが、閉館時間（平日は午後6時、金曜日は午
後8時）1時間前で入場は出来るんですが、来
場者が溢れていたので、諦めて帰ってきまし
た。近いうちに時間的に余裕をもって行きた
いと考えております。 
 この他にも「行楽の秋」というものもあり
ますが、本日は割愛させていただきます。 

 以上、本日のご挨拶は秋にちなんだお話を
させていただきました。ご清聴ありがとうご
ざいました。 
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誕生祝、結婚祝 
吉光寺政雄 親睦委員長 

10月誕生祝 

髙木慶一君 相馬征志君 

10月結婚祝 

村山茂君 秋間忍君 相馬征志君 福田逸男君 



津久井誠二君 

 副会計 神山徳久君 

 会計の神山です。10月分の口座引き落とし 
についてご連絡致します。 

村 山 茂 君 
 

大森貞男会員、全快おめで
とうございます。 

大 森 貞 男 君 永い間休みまして申し訳有
りません。本日より出席を
致します。 

福 田 逸 男 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

小 野 安 正 君 5人目の孫が生まれました。
男の子です。 

吉光寺政雄君 観月会お世話になりました。 

津久井誠二君 昨晩、シシタケを頂きまし
た。秋の恵みに感謝して。 

髙 木 慶 一 君 誕生祝ありがとうございま
した。 
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第１４回幹事報告を致します。 
 米山記念奨学会より「経済と地域社会の発

展月間  リソース」の案内と国際ロータ
リー出版物日本語版注文用紙（抜粋）が届
いております。現在回覧をしております。 

 宇都宮保護観察所より、感謝状の贈呈の通
知がまいりました。室井次男社会奉仕委員
長にお渡し致しました。また、会報が届い
ております。現在回覧をしております。 

 10月23日に開催されます地区大会に参加さ
れる方は、バスを準備しております。午前
7:00に石山の駐車場を出発致します。それ
までにお集まり下さい。 

 本日は例会終了後、理事・役員会を開催致
します。 

 時庭稔会員のご母堂さまが昨日お亡くなり
になりました。通夜葬儀の日程は10月15日
18：00より通夜式、16日正午より告別式と
なっております。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 親睦委員会 吉光寺政雄委員長 

 先週の夜間例会、観月会では皆さまのご協
力を頂き、滞りなく執り行うことができたと
思います。心から御礼申し上げます。また親
睦委員会では12月にクリスマス家族会を行い
ます。会員の皆様、奥様お孫様やご家族の皆
さまのお越しをお待ちしております。 

 ガバナー訪問写真代 1,080円 
 ゴルフ年会費（会員のみ）10,000円 
 ゴルフ（ 2550地区）参加費（参加者）

6,000円 
 1年交換留学生支援金 2,000円 
 米山奨学金特別寄付 13,000円 
 ロータリー財団寄付 10,200円 
を10月20日栃木銀行の口座から引落しますの
で宜しくお願い致します。 



次回例会          平成 28 年10月19日       担当 職業奉仕 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

10月12日欠席(敬称略) 
時庭稔・深町彰・瀬尾紀夫 

前々回 9月28日分メークアップ(敬称略) 
遠藤清和・田中徹・秋間忍・澤田吉夫 
相馬征志・福田逸男 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 
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卓話 米山記念奨学 
 副委員長 佐藤博君 

 皆さん今日は、先ほど幹事報告また会長挨
拶にもございましたように、委員長の時庭は
ご母堂さまが逝去され欠席となります。代わ
りに副委員長である私、佐藤が卓話者の紹介
を致します。今月は米山月間でございます。
卓話は米山奨学生である蘇 呈歡君に頂きたい
と思います。では宜しくお願い致します。 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

降ってきました。弟の家に着いたとき、私は
もう完全に濡れてました。荷物もお土産も完
全にぬれました。本当に理解できない、馬鹿
みたいな弟です。 
 次の日に、養殖場へ行きました。友達に
会って本当に楽しかったです。彼の近況とこ
れからの進路を聞きました。彼は今の勉強が
順調で、よい進路もいくつかあります。それ
を聞いてこれからもっと頑張らないといけな
いなと私は感じました。友達の案内で養殖場
を見学した後、養殖場の経営者へ訪問に行き
ました。この経営者は林篤毅（リン・ドゥ
イ）と言います。 
 林さんは養殖場以外、カラスミも作ってい
ます。最も品質よく、味が良いカラスミをお
客さんに提供したいという気持ちで十数年間、
堅持してきました。例えば、林さんが自分で
設定した販売期間に過ぎたら、在庫があって
も絶対販売しないことです。これは林さんの
信念です。林さんから様々なことが勉強にな
りました。例えば、目標達成のために何が
あっても頑張って続けることです。近年、林
さんのカラスミは台湾で最も高い評判を取り
ました。林さんは去年も品質や味の判定試合
に参加して台湾のチャンピオンを取りました。
次回、パソコンを用意して養殖場の仕事と林
さんのカラスミを紹介します。 
 最近、東京の友達の所に泊まってアルバイ
トをして参りました。この一ヶ月アルバイト
以外インターンシップの面接、採用と開始も
経験しました。今、不動産投資関連の会社で
インターンシップに参加しています。様々な
ことが知らず、大変ですが、インターンシッ
プに参加して本当に勉強になると感じます。 
 今まで、まだ十日間しか行ってなかったが、
多くの「初めて」を経験しました。例えば、
取引先に電話することです。これからもこの
ようなことが増えます。最初にビジネス日本
語ができず、よく言われました。十日間を経
験してこれから、日本語能力試験やマイクロ
ソフト・オフィス・スペシャリスト（MOS）な
ど様々な資格を取ろうと考えています。会社
の経営者たちも私に様々なアドバイスをして
くれます。これからも頑張ります。 
 ご清聴ありがとうございました。 

前回 10月5日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹・安藤譲冶・植竹一裕・鈴木久雄 
髙木慶一・豊田哲司・鳥居輝一・檜山達郎 
 

 皆さん、こんにちは。先に感謝を申し上げ
ます。先週、観月会を誘っていただいてあり
がとうございます。今朝、秋間さんの紹介で
澤田さんに農場を見学させていただいてあり
がとうございます。 
 これから、夏休みの話です。8月中旬、台湾
へ行きました。ひとつ面白いことがありまし
た。初日の午後、私は台北から台中へ行きま
した。弟は台中駅へ迎えに来ました。台中は
朝からずっと雨だったのに、弟はバイクでき
ました。私、バイクに乗ったとたんに大雨が 
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