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「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会 新入会員卓話（井上、茶村 会員）         次回例会 委員会卓話（IT・公共イメージ委員会） 

《ゲスト卓話》 

「My Way」 

米山記念奨学生 梁
リョウ

 韵
ウン

盈
エイ

さん（長崎西） 

 皆さん、こん

にちは、私は長

崎総合科学大

学 修士 2年生

の梁 韵盈と申

します。現在ロ

ータリー米山

記念奨学生と

して、長崎西ロータリークラブにお世話なっておりま

す。本日は日本に来てから現在までの「My Way」を発

表させていただきます。 

 私は中国の広東省から参りました。中国の高校を卒

業後日本に来て、熊本 YMCA 学院で日本語を 1年半勉

強していました。その後、大分にある立命館アジア太

平洋大学で 4年間勉強して、長崎総合科学大学院に進

学しました。 

 地元の広東省の具体的な場所は、その図を示してい

る通りです。中国の南の方にあり、香港に近く、フェ

リーで約 40 分で到着できる距離です。広東省の面積

は約 19 万平方キロメートルあり、九州の約 5倍の広

さになります。それで、出身地をもっと詳しく言えば、

広東省の南の方にある「中山市」という町です。 

 中山市の面積は千 7百平方キロメートルで、人口は

323 万です。長崎市と比べたら、長崎市の約 4倍の広

さで、75倍の人口も持っております。また、中山市

の古称は「香山市」で、孫文の出身地です。孫文を顕

彰するために、1925 年「中山市」と改称されました。

そういうこともあり、地元は孫文に関する記念の博物

館や公園など、中国の他の町より多いです。 

 中山市の食文化も多彩で、特にお勧めは朝ごはんの

「飲茶」です。「飲茶」は、点心が何十種類もあり、

皆さんは、お休みの時にレストランへ行って、好きな

点心を食べながら、お茶を飲んだり、話したり、朝の

時間をのんびり過ごします。これらの写真は私がこの

前中国に帰って、食べに行った点心です。 

 多分その影響で、私の趣味の一つは料理を作ること

です。ケーキや中華肉マン、ニラ箱、饅頭、餃子など

よく作ります。 

 もう一つの趣味は旅行です。こちらは、私が 3年前

北京に行って撮った写真です。中国での旅行は北京以

外に、上海、西安等へ行ったこともあります。日本に

は留学する前に来たことがありますし、今までに九州、

京都、大阪、富士山など遊びに行きました。また家族

も日本に来て、一緒に旅行することが何回もあります。

こちらは祖母と母が今年のゴールデンウイークの時、

長崎に来て、総合科学大学の前で撮った写真です。 

 この写真は日本で、人生初めてのスキーです。残念

ながら、その時は怖くて、全然スキーの楽しさが体験

できなかったですが、いつかまたチャレンジしてみた

いです。こちらは北京旅行の時、清朝の伝統服装を体

験した写真です。中国ではやはり民族衣装を着るチャ

ンスが少ないですね、初めてこんな格好をして、大笑

いでした。この写真は佐世保のハウステンボスで撮り

ました。 

 

私は高校を卒業してから、中国の大学に入らず、日

本に来ました。私の叔父は長い間日本に住んでおりま

すし、親戚も日本に留学したことがありますので、子

供の頃から良く日本の話を耳にしておりました。 
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それがきっかけで、私もいつか日本に行って、留学

したいという気持ちが生まれました。更に、高校生に

なって、日本の企業管理や仕事に対する真剣さに感心

し、日本語の試験を受けて、色々な申し込み資料を準

備してやっと日本に留学できるようになりました。 
 
私は、2011 年 9 月 28 日に一人で日本へ来て、留学

生活を始めました。こちらは熊本 YMCA 学院の学園祭

に参加した写真です。こちらは着物体験の写真です。

日本に来た最初の頃は、寂しくて辛かったです。言葉

も通じないし、休みの時はずっとアパートで過ごしま

した。でも、学校の学園祭や着物体験などの日本しか

体験できない活動に参加したことにより、段々日本の

留学生活が面白いと思うようになりました。 

それがきっかけで、せっかく日本へ留学したので、

自分が先に一歩踏み出さないといけないと思いなが

ら、課外活動にも積極的に参加し出しました。 

こちらは、喫茶店で私がアルバイトをやっている様

子です。人生初めてのバイト体験で、色々社会経験を

積んでおりました。こちらの写真は熊本国際交流会館

に貼っている外国人が日本人へ交流したいというメ

ッセージです。私は「中国語を日本の方に教えたい」

というメッセージをこちらに貼っております。こちら

は交流会館で中国のお正月をお祝いする祝賀会です。

初めて異国で中国のお正月を過ごしましたが、優しい

日本の方々と一緒に餃子を食べたり、他の中国留学生

と知り合ったり、心が癒されました。 

厳しい高校生活が終わった後、一人で心配しながら

来日しました。言葉も分からず、社会経験も全然なく

て、最初は想像以上に大変でした。けれども、熊本の

先輩や先生の方々が色々教えてくださったり、沢山友

たちができたり、留学生活は多彩で、日本を好きにな

りました。熊本で出会った方々に心から感謝しており

ます。 

2016 年に熊本が地震被害に合い、心配の限りでし

た。先生や友たちから無事の確認をもらったときは、

本当にほっとしました。 

 

熊本 YMCA 学院を卒業後、大分にある立命館アジア

太平洋大学に入学しました。こちらは入学式の写真で、

そして 4 年間にわたって同じ場所で撮った卒業式の

写真です。APU は 90 か国の留学生が集まって、学生

の半数は留学生です。 

こちらは学校の寮で、同じフロア―の記念写真です。

その中に、日本人の学生は 6人で、中国人は私一人で、

他にはベトナム、ウズベキスタン、タイ、オランダな

どの留学生で、皆一緒に勉強したり、生活したりして

いました。色々な国の文化や習慣を勉強できて、私に

とって本当に興味深い経験でした。しかし、学校では

日本人や日本の文化などより、様々な国の風習の方が

感心を持っていました。日本の大学ですが、日本人の

友達より外国の友達が多く、実際に日本で留学してい

る感じが薄かったのです。 

そして、2017 年 4月、長崎総合科学大学に入学し

て、長崎での生活が始まりました。こちらは私の研究

室で、毎日勉強する場所です。こちらは学校の学園祭

で、手作りの中華肉マンを 200 個作って売れ切りまし

た。元々料理を作るのが好きで、先生や地域の方々に

自分の手作り料理を作って差し上げて、とても喜んで

もらっています。 

こちらは長崎郷土民謡大会の写真です。友たちから

誘われて、一緒に聞きに行きました。日本に来て 6

年になりますが、初めて尺八や三味線の魅力を感じま

した。また、こちらは長崎食文化体験という活動に参

加する写真です。その活動で、料亭一力で長崎の伝統

的な卓袱料理を自ら体験でき、とても勉強になりまし

た。 

 

ロータリーとの出会いは何かと良く聞かれました。 

そのきっかけは昨年の10月に諫早西RCが主催して

くれた市民と留学生の集いという活動です。日本の社

会奉仕や青少年奉仕の活動などはもちろん、留学生の

私たちのためにも多くの国際奉仕活動に力を入れて

いると聞いて、その時から、ロータリーのことを知り

始め、興味が生じました。こちらはその活動の中で、

スピーチコンテストに参加して、賞を頂きました写真

です。学校に戻って、ロータリーのことを先輩に聞い

たり、ネットで調べたりしました。そして先生から、

米山記念奨学金を推薦していただき、申込みして、合

格できました。 

そして、4月 17 日火曜日、最初の例会に出席しま

した。初めて世話クラブの長崎西 RC に行く時はどん

な偉い人達に出会うだろうと思いながら、心がドキド

キして、緊張していました。でもカウンセラーの江上

さんは親切に私をつれてクラブの方々に紹介して下

さって、何とか無事に終わってほっとしました。 

それから毎週の例会に出席し、クラブの方々と話し

たり、近況報告したり、事務所のお姉さんも優しく

色々なクラブのことを教えてもらって、例会に参加す

る最初の緊張感は徐々に無くなって、楽しみになって

きました。例会で、いつも優しく声をかけて下さって、

日本の文化や色々な社会分野のことを教えてもらっ

て、更にクラブの方々から結婚お祝いプレゼントまで

も頂き、本当に感謝しております。私は大分にある大

学で 4年間過ごしましたが、日本の方や日本の文化と

接するチャンスが少なくって、日本に留学する情熱が

下がり、中国に帰ろうかなぁと思っていたところでし

た。しかし、ある原因で帰国せずに、長崎へ留学する

ことになりました。更に、米山記念奨学生になって、

ロータリアンのような親切な日本の方との交流や、活

動に参加すること等多くなってきて、日本に対して新

しいイメージを付けました。多く日本の方々は、国籍



を問わず、留学生にも包容力があり、熱心で優しくし

てもらっています。 
こちらは奨学生になって今まで参加してきたロー

タリーの活動です。これからもできるだけ多くの交流

活動に参加していきたいと思っております。 

こちらは私のカウセラー江上先生です。お仕事がと

ても忙しいですが、いつも私に時間を取ってくれて、

応援して頂き、とても親切なお父さんです。私は長崎

県外国人日本語弁論大会に参加した時、奥様と一緒に

会場まで来て頂いて、凄く嬉しいです。 

奨学生になって、あっという間に半年過ぎました、

長崎西ロータリークラブの方々のお蔭で、家族のよう

に接して頂き、日本の習慣や文化などもっと知ること

ができました。本当に長崎西ロータリークラブにお世

話して頂き、こんなに沢山の素晴らしい方々と出会っ

て良かったと思っております。 

もう一つの報告は私が今年結婚したことです。私の夫

は 2016 年度の米山記念奨学生でした。 

こちらは長崎原爆公園で撮りました写真です。 

こちらは長崎水辺の森公園で撮りました写真です。 

こちらは中国の地元で行った結婚式の写真です。 

この服装は中国の結婚式で新郎新婦の伝統服装で、本

日、私が着ている服と同じです。 

私の地元中山市から夫の地元の青島市までは 2500

キロメートルもあり、二人は日本に来ないと知り合い

さえもできないと思います。 

また、8月 8 日青島で行った結婚式には、ロータリ

アン、カウンセラー及びご家族がわざわざ日本から来

てくださいました。 

こちらは 6日に、皆さんは私達の家族と一緒に晩御

飯を食べて撮った写真です。 

こちらは 7日の晩ご飯の記念写真です。 

家族達は日本でいつも私たちにお世話をしてくれ

ているロータリアンの皆様と会えて、大変喜んでいま

す。一緒に話したり、食事したり、簡単な交流しかで

きなかったですが、皆様の親切さを感じて、とても素

敵な思い出になりました。 

そして、いよいよ 8日ですね！こちらは当日結婚式

を行う前に皆さんと一緒に撮った写真です。こちらは、

結婚式の記念写真です。 

私と夫もロータリー米山記念奨学生になって、自分

自身の成長だけではなく、日本への理解と親しみを深

めることもできました。二人ともロータリーとの繋が

りはずっと大切にしていきたいと思っています。また、

ロータリアン達は私達の二人の特別な日に遠くから

来てくださって、一緒にこの幸せ、喜びをシェアでき

て、感謝の限りです。 
次は結婚写真のビデオです。 

次には自分の研究について少しお話ししたいと思

います。私は現在 SCM（Supply Chain Management）

について研究しております。SCM（Supply Chain 

Management）の意義を簡単に言うと、商品を供給業者

から最終消費者までの業界全体の効率化と最適化を

実現するための経営管理手法です。 

そして、これからの目標ですけが、まずは研究に専

念し、後悔しないようにいい論文を作り上げたいです。

そして、明るい家庭を築きたいです。将来は自分が日

本で経験したことを子供向けの漫画に描き、自分が理

解した日本の文化、日常に日本で感じた温かさを漫画

という形で子供たちに伝えようと思います。 

その目標を決めたきっかけは、小学校のアフタース

クールのボランティアをやっていることです。ある日

1年生の女の子に「お姉さん、中国はどんなところで

すか」と聞かれて、その時、頭の中には中国に関する

紹介がたくさんありました。でも相手は 6歳の子供な

ので、色々言っても、通じないのではないかと思って、

「中国は優しい人が沢山いますよ」と簡単に答えまし

た。しかし、以外にその子は「へぇー、中国大好き！」

と言ってくれました。あの一言は私に衝撃を与えまし

た。子供の世界は本当に単純で、大人より子供の方が

自分の思いを伝え易いのではないかと言う思いが溢

れました。 

もし自ら感じた日本の実状や、実際接したロータリ

アンの皆様みたいな熱心で親切な方々のことをもっ

と中国の人々に伝えることができたら、きっと中国の

人も日本に対して何か印象が変わるでしょう。日中友

好関係にこんな些細なことしかできないですが、微力

ながらも貢献したいという気持ちがいっぱいで、自分

の夢を実現させると信じております。 

最後の一言、ロータリーとの繋がりは一生の宝と思

い、感謝の気持ちを込めて、未来に自信を持って頑張

っていきます。 

   

 
《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

「毎週月曜日は例会」と気合を入れて 1週間が

始まるのですが、9 月は 2 回 10 月は 1 回が祝日で

休会でした。 

台風の影響で例会は 1回休会、はなみずき会の

ランチ会も延期を余儀なくされ、「台風会長」の別

名をいただき、祝日例会休回と合わせて、なかな

か例会のリズムに乗り切れない前半戦が続いてい

ます。 

来週からはそういうこともなく、例会が続きま

すので、リズムに乗って気合を入れて楽しい例会

にしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

先週の月曜日、好天のもとウォーク＆ゲームラ

リー大会に参加していただいた会員ご家族の皆様、

スタッフの皆様、お疲れ様でした。 

本日は、米山奨学生リョウ ウンエイさんの出前

卓話です。楽しく拝聴させて頂きます。 



《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

1.例会変更 

 

・北松浦ＲＣ 

10 月 23 日（火）12：30→山暖簾（職場訪問のため） 

 

・佐世保南ＲＣ 

10 月 19 日（金）12：30→18：00 

シネマボックス太陽（従業員招待映画例会のため） 

 

・佐世保西ＲＣ 

10 月 23 日（火）12：30～ 

海上自衛隊佐世保資料館（職場訪問例会のため） 

10 月 30 日（火）12：30→18：30～ 

雑魚屋（夜の例会のため） 

10 月 9 日（火）休会（定款第 8条第 1節） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

10 月 10 日（水）12：30→19：00 

（観月会例会のため） 

 

2.来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会        

①特別寄付感謝状（礼状）及び法人申告用領収証 

（森 豊 会員、平石晃一 会員、小川一貴 会員）       

②ハイライトよねやま Vol.223 

 

・国際ロータリー日本事務局 

①End Polio Now リソースのご案内 

②メジャードナー顕彰午餐会のご案内 

（村上会員、福田会員、豊島会員、緒方会員宛て） 

  日 時：2018 年 11 月 19 日（月）9：00～ 

登録開始 

  場 所：神戸ポートピアホテル 

会 場：南館 1F 大輪田  

登録料：10,000 円 

登録期限：2018 年 10 月 24 日（水） 

③マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰ピン 

（宮原会員、三谷会員、近藤会員） 

 

・ガバナー事務所 

①My Rotary アカント登録＆クラブセントラル 

 10 月報告 

②千葉ガバナーエレクトよりお願い 

③ロータリー財団セミナーのご案内 

 日 時：11月 11日（日）12：30 受付登録 

      13：00開会 15：15 閉会 

 会 場：東彼杵町総合会館 

 

・第 2690 地区 末長範彦ガバナー 

 平成 30 年 7月西日本豪雨被害義援金お礼 

 

・佐世保西ＲＣ 

2017～2018 年度 ＩＭ報告書 3部 

(17～18 会長・幹事・事務局分) 

 

3.伝達事項 

 

①10/18（木）18：30 よりグランドファーストイン佐 

 世保にて第 4回理事会を開催いたします。 

②10/22（月）次回例会は新入会員卓話 

井上隆三会員、茶村亜子会員です。 

 

《来訪ロータリアン》 

 

・長崎北ＲＣ 

中嶋久光 第 2740 地区 米山記念奨学委員 

 

・東京四谷ＲＣ 伊賀静雄君 

 

・佐世保南ＲＣ 古賀良一君、西沢雅幸君 

 

 

《委員会報告》 

 

小川 寛 奉仕プロジェクト青少年委員会 

インターアクト 副委員長    

10月20日(土) 11：30よりインターアクト交流会を、

市内永田別邸にて行います。 

 
小川一貴 奉仕プロジェクト 社会奉仕委員長 

10 月 8 日晴天の中、佐世保市体育文化館にて「ウォ

ーキング＆ゲームラリー大会」が 300 余名のみなさん

に参加いただき開催されました。北ロータリークラブ

は、会員及び事務局 窪田さんで 4チーム、会員家族、

佐世保高専、インターアクトクラブで 9チームの 13

チームに参加いただきました。また、大会に先立って、

森会長より、宮原大会実行委員長に支援金の贈呈式を

行いました。宮原大会委員長、中山会員をはじめ実行

委員のみなさん、そして参加者のみなさん、お疲れ様

でした。 

 

緒方信行  国際奉仕委員長 

仁川松島ＲＣ訪問の件、10 月 30 日（水）～11 月 1

日（木）5名参加予定です。 

 

緒方信行 35 周年記念事業委員長 

本日 18：00 より、グランドファーストイン佐世保に

て委員会を開催します。城島高原ホテル式典について

は皆さまの積極的なご参加をお待ちしています。 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 船津 学 ） 

本日の合計  48,000 円    累計 441,000 円 

渡会祐二 ロータリー情報委員長 

10 月 20 日(土)の 18 時より、永田会員の烏帽子邸に

て、第 1回の家庭集会を開催いたします。ご参加の皆

様にはどうぞよろしくお願い致します。 

 
牧野博一 プログラム委員長 

10 月 22 日(月)の東田会員の会員卓話は、新入会員卓

話へ変更です。 

 

 

《ニコニコボックス》   

鐘ヶ江 和重 親睦活動委員 

 

米山記念奨学地区委員 長崎北ＲＣ 中嶋久光 様 

リョウさんの卓話を宜しくお願い致します。本日は、

米山奨学生の出前卓話のオファーを頂き、ありがとう

ございました。 

 

佐世保南ＲＣ 古賀良一 様 

佐世保北ロータリークラブの皆様、ご無沙汰しており

ました。 

森会長、松田幹事、ご健康に留意され一年間お励み下

さい。宮原明夫先生、9月の「宮崎会」何もお手伝い

出来ず大変失礼しました。今後ともよろしくお願い致

します。 

 

佐世保南ＲＣ 西沢雅幸 様 

南ロータリーの西沢です！よろしくお願いします。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

先週の 10月 8日(日)に佐世保市体育文化会館で、ウ

ォーキング＆ゲームラリーが開催されました。宮原実

行委員長及び中山会員におかれましては、事前準備と

当日の運営と大変お世話になりました。また、ご参加

された会員及びその家族の方々も大変お疲れ様でし

た。10 日の日に、35 周年記念事業に関して、城島高

原ホテルに下見に行っていただきました緒方委員長、

宮﨑委員、二ノ宮会員、ありがとうございました。 

本日は米山出前卓話のリョウ・ウンエイ様、ようこそ

北ロータリークラブへ。 

民族衣装、素晴らしいです！！本日の卓話、楽しみに

聴かせて下さい。本日は米山出前卓話のリョウ・ウン

エイ様、ようこそ北ロータリークラブへ。民族衣装、

素晴らしいです！！ 同行者の中嶋久光地区委員、同

行ご苦労様です。最後までよろしくお願いいたします。 

 

富田耕司君 

長崎北ロータリー中嶋地区委員様、卓話者のリョウ・

ウンエイ様、卓話有難うございます。 

 

藤井良介君 

10 月の誕生祝いありがとうございました。本日の卓

話米山奨学生リョウ・ウンエイ様、卓話楽しみに拝聴

します。 

 

宮原明夫君 

中山会員をはじめとして、たくさんの会員の皆様にご

支援いただきましたウォーキング＆ゲームラリー大

会が、10月 8日(日)体育の日に、多くの参加者のも

と、無事に終了いたしました。私は、遅めの夏休みを

今週もらっているため例会には参加できませんが、ニ

コニコにてお礼させていただきます。本当に有難うご

ざいました。 

 

渡会祐二君 

お誕生日のお祝いありがとうございました。今月で

43 歳となります。今後とも皆様のご指導のほどよろ

しくお願い致します。 

 

茶村亜子君 

私の結婚記念日の折、すてきな花束をちょうだいいた

しまして感激いたしました。ありがとうございました。 

 

奉仕プロジェクト 社会奉仕委員会 

小川一貴 委員長 中山 誠 副委員長 

10 月 8 日のウォーキング＆ゲームラリー大会に参加

のみなさま、お疲れ様でした。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 緒方信行君 

古賀新二君 湯口純二君 峯 徳秀君 牧野博一君 

蒲池芳明君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

松尾重巳君 田島 慎君 八木順平君 小西研一君 

中川信次君 井上隆三君 鐘ヶ江和重君 

二ノ宮 健君 

本日は、米山奨学生、リョウ・ウンエイさんの卓話で

す。皆で拝聴しましょう。そして、先日のウォーキン

グ＆ゲームラリー大会に参加された皆さま、お疲れ様

でした。 

職場訪問旅行 in 黒島 

日 時：2018 年 10 月 28 日（日）9：15～ 

場 所：黒島 黒島天主堂 

  有限会社みずや「黒島の天水」 

工場見学 等 


