
■ソング：我等の生業

■ゲスト：広島中央ＲＣ（米山奨学生カウンセラー）

太田 茂様

米山奨学生 黄 郁 芩様

ライラ参加者 三幸食品工業(株)村上 彰様

スマイルボックス

■特別スマイル

・１１月１５日申告納税の普及と納税意識の向上

に努めたということで竹原税務署より感謝状を

頂きました。 （大森寛）

・公式訪問無事に終わりご協力有難うございまし

た。 （佐々木秀明）

クライングボックス

・先週のガバナー公式訪問例会は先約があったた

めに止む無く欠席しました。 （木村安伸）

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様今日は、広島中央ロータリークラブの太田様、

米山奨学生の黄郁芩(ファン ユウ チン)さん、竹

原ロータリークラブにお越し頂き有難うございま

す。ご訪問を歓迎いたします。

先週１１月１１日の公式訪問にはご協力有難うご

ざいました。会長になりまして、一番神経を使う

のは公式訪問だと思っておりました。その公式訪

問が無事に終わり安堵しております。

例会終了後のクラブフォーラムでは、４つの議題

に対して、時間いっぱい真剣に取り組み、真剣に

質疑されまして、各委員会の皆様の的確な回答に

頭が下がります。皆様のおかげでフォーラムも終

わり心よりお礼を申し上げます。前田ガバナーよ

り公式訪問では、感謝のお礼が届いております。

１１月の第一例会で会長の時間に発表しましたが

１１月はロータリー財団月間です。

“日本ロータリーの父”米山梅吉の没後、彼の功

績を偲ぶために何か有益な事業をという声がロー

タリアンから上がりました。「世界に“平和日本”

を理解してもらうためには、まずアジア諸国の理

解を得なければならない。アジアから一人でも多

くの留学生を迎え入れ平和を求める日本人と出会

い互いに信頼関係を築くことが日本のロータリー

に最もふさわしい国際奉仕事業ではないか」こう

して東京RCで始められた「米山基金」が全国ロー

タリークラブの合同事業として広がり､１９６７年

７月文部省（現 文部科学省）から財団法人の許

可を得るに至りました。２０１０年は財団設立が

４３年迎えております。月間中はロータリー財団

補助金受領者、その他（例えばロータリー財団国

際親善奨学生など）がクラブ例会や教育機関や地

域社会の会合でロータリー財団について講演する

よう示唆されています。そこで今日の例会は黄郁

芩さんの卓話を用意しております。

黄郁芩さん、今日の卓話をよろしくお願い致しま

す。以上で会長の時間を終わります。

委 員 会 報 告

■社会奉仕委員会 委員長 堀越 賢二

１１月２３日聖恵文化祭のボランティアに参加し

ます。８時集合、駐車場は黒滝ホームです。エプ

ロンをご持参下さい。
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■クラブ管理運営委員会 委員長 本庄 純夫

例会終了後クラブ管理運営委員会を行います。議

題は忘年家族例会についてです。

■１班家庭集会 リーダー 本庄 純夫

１班２班合同の家庭集会を１１月２５日１８時よ

り大広苑において行いますので宜しくお願いしま

す。

■親睦活動委員会 委員長 吉本きよ子

家庭集会の開催を宜しくお願い致します。

ライラ参加報告

三幸食品工業株式会社 村上 彰 様

１１月１３,1４日にロータリー

クラブのRYLAに出席しました。

このRYLAでは「私たちに何が

伝えられるか」をテーマに行

われました。二日間で回天顕

彰会の会長である高松さんの

講演や、桜守１６代の佐野さ

んの講演等、他では余り聞く

ことができないお話で大変勉強になりました。

又、ロータリアン、ローターアクターを含めた参

加者を１０のグループに分け、レクリエーション

とグループディスカッションを行いました。年齢

関係なく討論し、また楽しむことができました。

このような幅広い年齢層の人達と関わる機会が余

りないので意見を交わすことで大変刺激になりま

した。RYLAに出席することにより、このような貴

重な体験をさせて頂き、いろんなことを学ぶこと

ができました。今後の社会のお役に立つよう努力

したいと思います。本当に有難うございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国際奉仕委員長 大成 義彦

１１月１３日,１４日RYLAへ村上さんと参加して参

りました。その中で印象に残っているお話を紹介

させていただきます。

桜守１６代目佐野籐右衛門氏は当年８２才、この

方は戦時中は満州でゲリラ戦にも参加され、日本

でも有名な神社・仏閣、大阪造幣局の桜も手を入

れられたと仰っていました。大津島は竹原と同じ

様に人口が減っている様子で、島の復興には島民

の協力が不可欠である。皆におおらかさがないと

復興は無理である。おおらかさとは、何かをやろ

うとするとチマチマとしたことを挙げて反対する

とかいったことである。桜について、

◆ソメイ吉野

種がない、実ができないから昆虫も寄らない、ど

このソメイ吉野もみな同じ花びらである。幹がな

く、幹のように見えても総て枝である。

◆山桜

種から生え、花はよく見ると土地土地によって全

部違う。

◆うば桜

簡単にはなれない。数ある桜でも数百年を経たも

のを言い、色気ではなく色香を放つのだそうです。

総括として、村上さんはとても礼儀正しく好青年

で、近くにローターアクトがあれば是非入会して

いただきたい方だと私自身確信しました。

以上、RYLAが有意義に終了したことを報告します。

米山奨学生卓話

私の夢を達成する方法

米山奨学生 黄 郁 芩 様

皆さん、こんにちは、台湾

から来ました、米山奨学生

のファンユウチンと申しま

す。広島中央ロータリーク

ラブにお世話になって、八

カ月が経ちました。一ヶ月

に一度の例会で、先輩方と

お会いし、卓話を聞くことをいつも楽しみにして

います。先輩方の卓話は勉強になり、とても有意

義な時間です。

インタネットでロータリー卓話で検索したら、こ

のような言葉が出て来ました。

“毎回各界の権威や著名人の講演又は会員が自分

の職業についてのスピーチを行い見識を深め、理

解する。”

学生という身分の若輩者の私が皆様の前でお話を

させていただくのは甚だ僭越ではございますが、

このようなお時間を頂きましたことを改めて御礼

を申し上げます。

それでは、まず初めに、私のことを紹介したいと

思います。私の実家は台湾の台中です。大学は台

北にあります。台北と台中は車で２時間、新幹線

で約４５分の距離です。２００４年台湾の台北医

学大学歯学部を卒業して、研修医として大学付属

病院で二年間勤務しました。

ここで台湾を少し紹介したいと思います。ビデオ

をご覧下さい。

台湾はとても良いところです。でも小さい頃から

ずっと海外に留学するのが夢でした。そして、広

島大学を卒業した母校の先輩蔡先生から推薦され

広島大学歯学部矯正歯科大学院生になりました。

２００６年９月に来日して、四年間になります。

今年の４月から、皆さんに米山奨学金をいただき、

とても感謝しております。私にとってはこの奨学

金はとっても大きな意味のあるものです。米山奨

学金をきっかけに私は、「奉仕（ほうし）の精神

（せいしん）」を学びました。

大学院でおこなった研究のテーマは、ひと間葉系

幹細胞の増加と分化に対するアメロジェニンの効

果というものです。歯の表面の一番硬い部分をエ

ナメル質と言いますが、アメロジェニンは、この

エナメル質を構成する大切なタンパクです。アメ

ロジェニンをひと間葉系幹細胞に加えると、骨を

作るのを助ける作用が認められました。

口蓋裂とは、生まれつき上あごが裂けている状態

で、その部分に骨を移植することが必要となりま

す。今は足の骨を移植することが多いですが、そ

の代わりに、ひと間葉系幹細胞を使って移植をす



るための骨を作ることが私の研究目標です。

研究の話はこのくらいにしておきましょう。これ

からもし私の研究についての説明を詳しくすると、

昼食後の皆さんの絶好のお昼寝タイムになること

まちがいなしですので、別の話をしましょう！

私はずっと日本に留学したいと思っていました。

日本に来て私は夢を一つ達成しました。これから

私の夢を達成する方法をみんなにお話したいと思

います。

毎年、年の初めに自分が今年やりたいのことを紙

に書きます。しかも、なるべく詳細に書きます。

例えば、去年私が書いたことのひとつは、“富士

山に登る”でした。ただ書くだけではありません。

インターネットで調べたら、登山時期は７月と８

月しかできないと書かれていました。もし今富士

山に登ろうと思っても今週の週末ではもう登るこ

とができません。ちゃんと調べて準備しなければ、

去年のやりたいことはかなわなかったかもしれま

せん。ですから、やりたいことを細かく書くこと

が重要です。去年８月最後の週末に、無事に富士

山に登りました。一番印象に残ったのは夜空の星

がすごくきれいだったことです。友達と一緒に登

頂して達成感を味わうことができました。

（これは富士山に登ったときの写真です。富士山

の主要な登山道は４つのルートです。 私たちは

河口湖口、五合目から吉田ルートをつかってあが

りました。 登山を始めたのは夜９時でした。

次の日、朝５時くらいに山頂に着きました。これ

が山頂から見た雲海です。 待ってる間はとても

寒くてつらかったけど、キレイな御来光をみて感

動しました～ 登山者はけっこう多かったです。）

皆様の中に、オーロラを見に行きたいと思ってい

る方はいらっしゃいますか？あるいは、すでに見

に行かれた方もいらっしゃるかと思います。

これも私のやりたいことの一つです。調べてみた

ら毎年１０月から３月までがオーロラのシーズン

で１１月が一番良い時期だそうです。費用は６０

万円ぐらいかかりますから今年は無理ですけど、

来年卒業して、働きながら毎月貯金して、いつか

必ず行く予定です。

今年の８月に宮島の花火大会に行きました。最初

は日本人の友達はみんな行ったことがあると思っ

ていましたし、みんな見に行くのが大変と言って

いたので、日本人の友達を誘うのはちょっと不安

でした。けれども実際に誘ってみると日本人の友

達でも、実は広島出身なのに、見に行ったことが

ない人も以外と多く一緒に行った友達は誘われて

良かったと言ってくれました。それも一つの例で

す。友達はいつか宮島の花火大会に行きたいと思っ

ていたけど、ただ思うだけで行ったことがなかっ

た。ただばく然と思ってるだけでは実現しないの

です。それがやりたいこと とやることの違いで

すよね。

（これは一緒に行った友達の写真です。 人生で

初めてみた珍しい水中花火です。 本当に音を体

で感じることができる「水中花火」でした。 み

なさん 今から一緒に体験しましょう）

最後に、私のカウンセラーをしてくださった太田

さんのやりたいことが、やることになる例も紹介

したいと思います。

太田さんの夢はニューヨークでブルーノートジャ

ズを聴きに行くことでした。その夢を実現するた

めに、太田さんがとった方法は、三ヶ月前にブルー

ノートの店を予約しておいて飛行機のチケットは

それに合わせて取るという方法です。まず、ブルー

ノートを予約してしまうことで、すべてのことを

それに合わせて計画をしていくのです。太田さん

はこの方法で、長年思い続けた“やりたいこと”

を実現させたのです。

皆さん、やりたいことがたくさんありますよね？

“やりたいこと”を“やること”にするのはとて

も大切です。夢をもつことは良いことです。けれ

ども、それだけでは充分ではありません。夢を実

際にやることがもっと良いことです。なぜなら、

人生は私達が考えているよりも、ずっと短いから

です。なので、やりたいという願望ではなく、実

際にやるという体験で、限りある人生の時間を使っ

てください。

あなたの夢をくわしく紙に書いて、実際に行動す

ることで夢は必ず叶います。

皆さん、一緒に夢を実現させましょう。先ほど、

皆さんにお配りしたカードにあなたのやりたいこ

とを書いてください。そのカードを家に持って帰っ

て、もっと詳しく書いてください。来年の１１月

にもう一度見てみたら、あなたの夢は叶っている

かもしれません。

以上で、私の卓話を終わらせていただきます。ご

清聴ありがとうございました。
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