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  第 １９７０回   令 和 １年 １０月 ９日 （水） 

本日の行事   会員卓話（出席率向上について）
2019－20年度       和田良一会長          

幹事報告         島崎秀樹幹事 

＊加賀中央ＲＣより   

４０周年記念講演参加礼状 

＊郡上市役所より  

環境団表彰選考委員会開催の案内 

＊ガバナー事務所より 

・台風１５号災害義捐金協力のお願い 

＊岐阜大学 牧教授より 卓話御礼と動画を

youtubeにアップしたとのことです。 

https://www1.gifu-u.ac.jp/~makijp/ 

＊関中央ＲＣより 親睦ゴルフ大会組み合わ

せ表 拝受 
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第１９６９回例会 

会長挨拶                          2019－20年度 和田良一会長 

皆さん今晩は。今月から例会時間が変更になりましたが、皆さんは時間通り来ていただきましたので、

定刻で開催出来ることは嬉しい事です。 

先週の例会後、加賀文化センターに、加賀中央ロータリークラブ創立 40 周年記念事業を観に行って

来ました。文化会館に加賀市の中学校 6 校の 1，2 年生全員を呼んで、宇宙飛行士の吉田さんのお話で

した。遅れましたので内容はよくわかりませんでしたが、講演後の子供たちの質疑応答は大変な熱気で

びっくりしました。吉田さんが生徒たちの所へ行って質問をした学生と握手をするので、皆が質問をし

たがってすごかったです。吉田さんは国家公務員とのこと、謝礼はなしとのことです。ただ子供たちの

送迎のバス代が 120万円かかったとの事でした。去年の吉田沙保理さんの事を思い出して、やはりロー

タリークラブはこういう事業をやると良いと思いました。 

金土日と、仲間 10 人程で長崎県の五島列島の方へ、教会めぐりのツアーに行って来ました。世界遺

産になったのですごいだろうと思いましたが、やはり建物は日本の神社やお寺の方が素晴らしいです。

どうして世界遺産になったかというと、あれくらいの建物だったらヨーロッパの田舎にあるような建物

ですが、歴史や豊臣秀吉氏の時代から禁教で、随分迫害や弾圧がすごくても、信者は内緒で隠れて神事

をして、延々と続いてきた。その方たちは死というものを恐れないという感覚が歴史を見ると分かりま

した。そういうような意味で世界遺産になったのかと、建物だけでな、集落や暮らしてきた信者の人た

ち総合的な事でなったのだと思います。世界遺産になるまでに 18 年掛ったそうで、諦めかけていたそ

うです。宗教というものはこんなに素敵なものか、又恐ろしいものだと思いました。日本はどんな宗教

も受け入れれる良い国だと感じながらの旅でした。 

 

外来卓話                             米山奨学生 呉 文亮君 

皆様こんばんは。ロータリー米山記念奨学会 奨学生の呉 文亮と申します。

今日はロータリークラブがくれたものについて話します。 

 ロータリークラブがくれたものは、英語の単語を言うとＳＯＭ（ソム）です。

ヤフーで検索すると和約が出てきます。自己組織化写像ではなく、奨学金、思

い出、名刺のそれぞれの頭文字で、私が作った単語です。本日はこの三つの事

についてご紹介します。 

 ロータリークラブがくれたものは、手厚い奨学金です。奨学金をいただいて、

私の生活が大きく変わりました。去年の生活を振り返ってみます。私は自費留

学生で収支バランスを取らないと大変なことになります。アルバイトを週 17時

間頑張ったので、経済的な困難はありませんでした。今年 4 月 21 日からロータリー米山奨学生に選ば

https://www1.gifu-u.ac.jp/~makijp/


れて郡上長良川ロータリークラブに進出することになりました。その日から生活が一変しました。いた

だいた奨学金だけで赤字を埋めることができ、アルバイトをする必要がなくなり経済的、時間的余裕が

出来ました。余ったお金や時間を使って、研究活動を頑張りました。今年 6 月 23 日に北陸大学で皆刺

された第 49 回中部地区英語教育学会石川退会に参加し、英語で論文発表を行いました。発表タイトル

は「中国人英語学習者版最少英語テスト：中国江西省における調査」です。20 分間の発表をうまく行

う為、たくさんの時間をかけて練習をしました。その結果、実際に演壇にいる時は、緊張せず、うまく

発表出来ました。その後の質疑応答時間にも胸を張ってハキハキと答えることが出来大成功でした。こ

の一つの発表だけでなく、学内紀要にも登校しました。さっきの論文とは違って、最少中国語テストと、

最少日本語テストについての調査です。私は来春卒業しますので、就職活動をしました。実は就職活動

を始める前に悩みがありました。大学院を修了した後、祖国に帰国するか、日本で就職するかかなり悩

みました。奨学生面接に臨む前に、ロータリー理念を勉強させていただき、それがきっかけとなり、日

本で就職することにしました。私は岐阜県、愛知県内のメーカー企業に絞って 3月から就職活動をしま

した。5 月に日東というメーカーから採用内定を受けて、6 月に就職活動が終わりました。ロータリー

奨学金のお蔭で就活貧乏に陥ることもなく、就職活動が早めに終わりました。皆さん本当にありがとう

ございました。 

ロータリークラブがくれたもの、2番目は沢山の思い出です。米山奨学会の最大の特徴は、すぁくらぶ

制度です。月 1回に世話クラブの例会に参加して、色々勉強させて頂きました。初めてこの会場に来た

のは連休明けの例会日でした。最初は緊張していましたが、美谷添直前会長の連休の過ごし方の話を聞

いて、なじみやすいなと思い、緊張感が解けました。2回目にこの会場に来たのは、お盆前の例会日で

した。郡上長良川ロータリークラブの物故者法要でした。和田会長は物故者の方の事を思い出して紹介

してくださいました。出会った事がなくても、あちらの方の奉仕精神が伝わりました。つまり例会特に

会長の時間はとても勉強になる時間でした。例会の弁当も毎回楽しみにしていました。地元で採れた食

材が多くて、泣けるほど美味しかったです。3 番目の思い出をご紹介します。白鳥の自然を知るため、

ロータリアンと松森さんと一笑に清掃登山をしました。前日は台風が通過しましたので、当日は良い天

気だと思いましたが、途中から大雨が降りだして、濡れた落ち葉が一杯の登山道で一杯滑ってしまいま

した。しかし、人生初めての雨の登山でいい体験だったと思います。 

ロータリークラブがくれたもの 3番目は名詞です。名刺をいただいて私の世界が広がりました。年齢も

職業も性格も違うロータリアン達がくれた名刺は、まるで新しい世界への窓口の様に、会話の扉を開け

てくれました。この名刺の魔法を使って、地域の行事、仕事の話、大学の話、色々な話がスムーズに出

来ました。他の国の奨学生の名刺にも魔法があります。この 3名の奨学生を紹介します。エジプト出身

のヘンダさん、ネパール出身のアニムさん、モンゴル出身のニャームさんです。その 3人達は心米宇山

奨学会歓迎会の時に私の隣に座っていて、名刺交換をしました。此の魔法の名刺を使えば、どんな国の

出身の人でもすぐに仲良くなることができます。奨学生たちの国籍も研究内容も、将来の夢も全く違う

にもかかわらず、会話が途切れることもなく楽しかったです。以上で、ロータリークラブがくれたもの

ですが、市顎に 5月の例会訪問で上げた目標を振り返ってみます。私は月 1回の例会訪問で、メンバー

全員の顔と名前を憶えてきましたが、名刺を頂戴していない方や、例会を欠席している方も見えますの

で、達成率は 72％です。結成の方は例会以外の時間でもいいので、是非郡上白鳥の文化・自然などの

イベントや奉仕活動にお誘いいただきます様にお願いします。本日はお時間をいただきありがとうござ

いました。次は私の岐阜大学での指導教員の牧秀樹さんのお話となります。私ほどうまく話せないかも

しれませんが、よろしくお願いします。 

                                 岐阜大学教授 牧 秀樹様 

皆さん今晩は。岐阜大学 地域科学部から参りました牧秀樹と申します、

今日はよろしくお願い致します。自己紹介から始めたいと思います。私は 1966

年に愛知県一色町で生まれました。郡上とは 150 キロ離れています。漁村で

すので、どの家庭の子供も魚をさばくことができます。更にこの街には大き

な病院がありました。この街には二つ有名なものがあります。一つは大提灯

祭りです。高さは 10ｍ位あります。夜には平安絵巻を思わせるような幻想的

な雰囲気になります。二つ目はウナギです。 

 私は 1991年 8月に米国コネチカット州コネチカット大学大学院に留学しま

した。なんと私も呉君と同じ様に、西尾一色ロータリークラブから派遣され

た奨学生だったんです。ですから今日ここに呼ばれたのは、そのことをご存

じだったのではないかと思っております。1991年 8月に入学いたしました。 

緯度が北海道と同じくらいです。冬には雪が降り、湖では魚釣りなど楽しめます。私もロータリー奨学

生でしたので、コネチカット州のマンチェスターロータリークラブでスピーチをしてきました。今日、

呉君と同じ様なスピーチをしてきました。ソマーズロータリークラブのメンバーは 10 名ほどです。中

でもジョージという方は私に対して優しくしてくれ、家に招待してくれました。ミニマルキックロータ



リークラブにもいき、4回ほどスピーチに行きました。95年 8月に卒業致しまして、その後ウエストバ

ージニアに行き、就職しました。2002年 2月に退職しまして、4月に岐阜大学に参ったという次第です。

私は言語の専門家です。言語について調査していますのでお知らせしておきます。アイルランド語は共

同調査書でオモウニさんと本を 2冊書いてきました。モンゴル語、私の学生のリナさんや皆さんと一緒

に 1冊書きました。最少英語テスト、なじみがないかも知れませんが、何故かと言いますと呉君が修士

論文で扱ったものです。短縮していきますとＭＥＴと言いますが、3分で皆さんの英語能力を測定する

ことができます。その意味で世界少々の英語テストです。これは私が開発しました。これにならって呉

君が、さらにいいバージョンを作りました。最近ではドリルも出るようになりました。本当に 3分で英

語能力が測定できるのか、疑問に思われる方は呉君に聞いてください。日本語はどこから来たのか、ち

ょっと気になった方は「誰でも言語学」を読んでみてください。学生に恵まれ、学生に囲まれ、学生に

まみれ、楽しんでいます。これが私の学生たちです。 

 今私があるのは、ロータリークラブの皆さんのお蔭です。今後とも呉君共々よろしくお願い致します。

本日はありがとうございました。 

 

会員３分間スピーチ                            三島一貴君 

 テーマは父と母というとですが、だいたい皆さんは家の親父の事は世代が同じですので、知っている

とおもいます。私が商売を始めてから、色々と仕事の事で回っておりますと、面白いことに「親父元気

か」と言われますので「元気です」と言って話をしているとどうも話がかみ合わないんです。どうも祖

父の事を親父だと思っているようで、皆さん祖父の事も知っていると思いますが、又造といいますが、

お爺ちゃんの事を父だと思って話されるんです。「いやいや、おじいちゃんなんです」というと、結構

比率が高くて「父親が間におるんか」みたいな話が結構ありました。大変祖父が大好きでしたので、話

したいと思います。祖父が孫を可愛がるのは当たり前ですが本当に大好きでした。子供の頃はよく分か

らなかったことも大人になると分かることもあります。八重垣モータースという会社を立ち上げていま

したが、スナック松をご存じだと思いますが、６０歳を過ぎてから始めたそうです。本当にずっと前に

進んでいる人だったんだと思います。なので祖父の事は大好きだったんだと思います。僕も店を始める

時に、名前を二に使用かと考えていましたが、ふと思いついて八重垣を使う事にしました。そのことで

祖父が大変喜んでくれて、「よくやった」と言ってくれました。５年前に亡くなりましたが、今生きて

いれば議員になった時も喜んで応援してくれたのかなと思います。周りから聞くと「一貴を議員にした

いんや」と言っていたと聞かされました。祖父を荼毘に付すときはお骨を拾いにいきませんでした。僕

の中ではいつまでも生きているという思いがあるからです。 

 

ニコＢＯＸ                         ニコＢＯＸ委員会 寺田澄男君 

和田君 岐阜大学教授 牧秀樹様、米山奨学生の呉文亮君、遠い所をお越しいただいてありがとうござ

います。卓話楽しみにしています。 

羽土君 イベントの多い時期です。台風の影響のない事を祈ります。 

野島君 現在県議会は 9月定例会会開会中であります。また 10月 5～6日、中西三輪神社の祭りが開催

されます、是非お越しください。 

寺田澄男君 少し秋めいてきてすごしやすくなったかな。岐阜大学 牧先生、呉君ようこそ、卓話楽し

みです。よろしくお願いします。 

藤代君 牧教授、呉君ようこそ歓迎します。本日は卓話よろしくお願いします。  

以下同文 畑中君、佐藤君、山口君、宮川君、島崎君、小島君、石徹白君、美谷添生君、三島勲君 

原君、美谷添里恵子君、井俣君 

 

次回例会予定             

１０月１６日 会員卓話（大村君）      １０月２３日 クラブフォーラム（ＩＭについて） 

１０月１９日 財団研修セミナー（津市）   １０月３０日 休会   

出席報告                          出席委員会 清水英志君

 

 会員数 出席者数 欠席者数 補正者数 

第 1968 回 ３５名 １６名 １５名 ４名 

第 1969 回 ３５名 ２６名 ９名  


