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ビジターゲスト
米山記念奨学生
周 彬（しゅう びん）君

10月 8日 公式訪問準備
ガバナー補佐・大國博様
10月15日 ガバナー公式訪問
地区ガバナー・井原實様
10月22日 卓話2014-15年度
青少年交換留学生
島村江里香さん
10月29日 内容変更 検討中

関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。米山
奨学生の周君ようこそ。
ラグビー日本代表が、世界3位の南アフリカに勝ちました。次の試合
は、惜しくも敗れましたが少しラグビーについて調べてみました。皆
さんも日本代表に外国人選手が多くいることに、お気づきだと思いま
す。ラグビーの場合、日本代表になる為には1.その国・地域で出生し
たこと。2.両親及び祖父母の内少なくとも1人が、その国・地域で出生
したこと。3.その国・地域に36ヶ月以上継続して居住しつづけること。
この条件のうち少なくとも1つを満たすことが条件となります。また、
1つの国・地域で代表、A代表または7人制試合の代表に選ばれた者は、
代表とした国・地域のラグビー協会及び国際ラグー評議会が認められ
なければなりません。サッカーの場合は、当該国の国籍を持ち、かつ
他国の代表歴のない者とされ、二重国籍には特例が設けられています。
最近の試合を見ると、ボールを持った選手が倒れた後に長く抱え込
むことが少なく、すぐにそこから次の展開になっています。ノットリ
リースザボールと言うルールがあり、タックルされた選手がボールを
放さなかった時、相手ボールのペナルティキックとなります。この為、
スピーディーな試合となっています。
日本には、トップリーグがあり4つプールがありプールAがトヨタ自
動車、パナソニック、NEC、HONDA、プールBがサントリー、近鉄、
ヤマハ発動機、コカ・コーラ、プールCが神戸製鋼、NTTドコモ、
NTTコム、クボタ、プールDが東芝、リコー、キャノン、豊田自動織
機です。
昨年のロータリーの国際大会の帰りにニュージーランドのオークラ
ンドに立ち寄りました。ホテルにチェックインする時に、空港のテレ
ビでよく写る選手を見かけました。ホテルマンに聞くと、有名なラグ
ビー選手だとのことです。その日、オールブラックスとイングランド
の試合の日でした。選手はマア・ノヌーと言うスター選手でした。ホ
テルは、試合前のオールブラックスの宿舎でした。夜には、試合を終
えたオールブラックスの選手がスーツ姿で戻ってくるのを見ることが
出来ました。偶然ですが、ラグビーを身近に感じました。ラグビーの
ワールドカップは2019年には、日本で開催されます。日本代表の試合
はこれからも続きます、皆さんも是非ご覧下さい。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

AGEO ROTARY CLUB

幹
藤村

事

報

告

日韓 親 善 会 議

地区国際交流委員会 大木保司委員長

作幹事

◆井原ガバナーが地元メ
ディアに出演ということで
お知らせがきています。
１０
月３日と１０月１０日、FMラ
ジオNACK5 朝７時４０
分から
「ザ・フロンティアー
ズ」に出演されるとのことです。
またテレビ埼玉では１０
月１０日夜１０時からの「埼玉ビジネスウォッチ」に３分
間出演されるそうです。

委員長報告
出席委員会

報告

大塚

崇行委員長

本日お配りしたプリント
にあるように、来る１０月１
５日にガバナー公式訪問
が行われますので、今年度
も１００％出席を目指して
います。前週、
１０月８日に
大國ガバナー補佐が来て公式訪問への心構えについ
てご説明がありますので、ぜひ８日・１５日に出席してい
ただきたくお願いいたします。
米山記念奨学委員会 富永 建委員長
今日、関口会長、藤村幹
事、久保田副会長からご寄
付をいただき、今年の寄付
は１００％を超えました。
また来年の国際大会はソ
ウルで行われます。上尾ク
ラブも国際大会にあわせて親睦旅行を行うかもしれな
いとのことで、その時は米山ナイトがありますので、ぜひ
皆さんの参加をお待ちしております。

９月４日 元RI理事
日韓親善委員会委員長
渡辺好政様、第13回日韓
親善会議実行委員長 市
川伊三夫様のもと、グラン
ドプリンスホテル新高輪「
飛天の間」において“更なる交流と親睦”をテーマに第
13回日韓親善会議が盛大に開催されました。
総勢1,470名（韓国側４００名、RI.D2770 １６０名）
の出席者の中で駐日大韓民国特命全権大使 柳興洙
様の特別講演、京都大学総長 山極寿一様のユニーク
な基調講演をいただきました。
そして、
この第13回日韓親善会議の「目的」
とは・・・そ
れはただ一つ、来年2016年5月28日〜6月1日に韓国ソ
ウルで開催されるRIソウル国際大会の大成功です。韓
国のソウルへ日本から10,000名以上（RI.D2770
500名以上）のロータリアンとご家族そしてロータリ・
ファミリーの皆様が参加する為の決起大会なのです。
こ
の事を出席者の全員が確認して、引き続き 田辺靖雄
様、九重祐美子様ご夫妻や韓国グループ ジュオアイ
ムなどのエンターテインメントを楽しみながら和やかで
華やかな晩餐会が開催されました。
晩餐会終了後 井原實ガバナーをはじめとする
RI.D2770 50名のロータリアンと金（Kim SeokTae）ガバナーをはじめとするRI.D3750 ３０名のロー
タリアンで「友好の広場」
と称し、
ささやかな着席付のド
リンクパーティーをグランドプリンスホテル高輪内にて
催しました。
このパーティーでは両地区の情報交換・親睦そして
RIソウル国際大会の成功を祈念し、500名以上の登録
を確認致しました。
また。RIソウル国際大会で
RI.D2770が行うガバナーナイトにRI.D3750の皆様を
お呼びすることを提案致しました。そして金ガバナーより
井原ガバナーに記念品交換の品とは別にRIソウル国際
大会のバッチをRI.D2770 全クラブの会長に届ける
よう預かりました。
このパーティーで更に交流と親睦を
はかれたと思います。最後に
RI.D2770ロータリアンの皆様
国際大会に参加しよう！ SEOULに行こう！
宜しくお願いいたします。
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会員卓話

米山記念奨学生 周 彬（しゅう びん）君
皆さん、
こんにちは。私は
中国の江蘇省南京市から
参りました。日本に来て５
年になります。家族構成は
中国で最も一般的な、両親
の３人核家族です。趣味は
日本の漫画、アニメ、
ドラマを観賞することです。
私は現在、共栄大学・国際経営学部・国際経営学科
の４年生です。堀井ゼミに所属し、人材マネジメントにつ
いて勉強しています。それでは、簡単な説明させていた
だきたいと思います。
●人材マネジメントとは、単にヒトをマネジメントするこ
とを指しているものではありません。
ヒトを資源として組
織に供給し、組織内で最大限に活用するためのマネジ
メントを行うことが真の人材マネジメントです。
●企業組織であろうが、利潤追求を行わない組織であ
ろうが、組織の目的を達成するために最も重要なのはヒ
トのモチベーションを向上することであると思います。
ヒ
トはどうして様々な活動をするのでしょうか、
どのように
すればヒトが動いてくれるのでしょうか。私は、
ヒトのモ
チベーションに関心を持っています。
●企業の従業員は、自分が所属する企業の経営理念や
経営戦略というものをどれくらい理解しているでしょう
か。
「企業の経営理念や戦略に対して、知っているが自

ゼン内容の修正など役割を担当することになりました。
現状を変えるために、情報収集はインターネットで調べ
るだけでなく、実際に春日部市の児童センターにいって
、現場で働くスタッフの方にインタビューをしたり、子連
れの夫婦にアンケートをとったりして、春日部市の子育
ての現状を調べたほうがいいではないかと私は提案し、
実行しました。一歩踏み出しら、だんだん進みやすくなっ
ていることが分かりました。自ら時間を掛けて細部にま
でこだわった取り組んだ結果、最優秀賞をもらうという
貴重な機会を得たことは大変自信になりました。
次に、私は所属する世話クラブのこととカウンセラー
について、
ご紹介したいと思います。現在、私は所属する
世話クラブは上尾ロータリークラブです。カウンセラー
は細野宏道さんです。
とてもイキイキして、元気のある方
です。そして、
とても親切で、私は就職活動で落ち込んで
いたときに、コーヒーショップに誘っていただいて、一緒
に面接対策をしていただきました。その時、本当に感動
しました。
さて出身地、南京の観光地をご紹介しましょう。中国
に旅行する時、ぜひ、おすすめです。
まず、夫子廟（ふうし
びょう）です。南京市内の秦淮河北岸の貢院街に位置し
、孔子を祭っている場所であるが一般的には李香君故
居、江南貢院、王導謝安紀念館など秦淮河周辺から建
康路周辺の地域が夫子廟と呼ばれている。中山陵（ちゅ
うざんりょう）：中華人民共和国江蘇省南京市東部の
紫金山に位置する孫中山（孫文）の陵墓。1926年から
1929年にかけて建設された。明孝陵（みんこうりょう）
：

分にはピンとこない、知らない、忘れた、関心がない」
と
いうように日常的に従業員が念頭に置いていない可能
性があるのではないでしょうか。
このような状況では、従
業員のモチベーションを触発することは難しいでしょう
。企業は従業員の意欲、使命感、責任感、企業への帰属
意識、仲間意識、研究・探究心などを向上させるような
企業理念や戦略を発信することが重要であり、
これは
経営者の責務であると考えます。
「理念・目標の明確化
こそが人を動かす」
という発想に立ち、企業が理念や戦
略の再検討を行い、従業員一人ひとりに確実に展開し
ていけば、従業員のモチベーションは誘発・喚起され、
活力ある企業へと成長するに間違いはないでしょう。
●以上の観点から、私は企業理念・戦略と従業員のモ
チベーションとの関係性について研究を深めていきた
いと考えています。
この研究で企業理念・戦略の重要性
が確認されることを通して企業や組織に対して重要な
示唆を与えることができるものと考えています。
さて就職活動で、
よく聞かれる質問は、大学で一番
頑張ったことです。私はロータリーの奉仕活動や定例会
に参加することによって、社会貢献の精神は私の中で目
覚めました。大学で習った知識やスキルを地域社会貢
献するため、去年の１０月、私は所属する堀井ゼミのメ
ンバー４人で、春日部市役所が主催した大学生政策提
案コンテストに参加しました。子育てしやすい環境づく
りを目指すための「春日部イクメン創出プロジェクト」
と
いうテーマで、私たちは14チームの中で最優秀賞を獲
得することができました。私はその中で情報収集とプレ

明の太祖洪武帝朱元璋（しゅげんしょう）
と皇后（こうご
う）の陵墓。歴史があり、おいしい食べ物が多いところ、
ぜひ、遊びに来てください！
さて、私は現在、日本語がうまくなって、たくさん支え
あえる仲間も、夢もできました。日本はとても楽しいと感
じています。
しかし、楽しいことばかりではありません。ア
ルバイトと学校の勉強を両立しながら、長い就職活動に
渡って、
４０社ぐらいの説明会に参加し、
２０社近くの選
考を受けました。結果は一社も内定をいただけなかった
です。本当に肉体的・精神的に追い込まれました。そこは
、ロータリークラブの支援をいただくことになりました。
お金の支援だけでなく、人生の経験やアドバイスもたく
さんいただきました。
とても、自分の人生にとてもプラス
になったと思います。
日本での生活の感想ですが現在、仲間がたくさんで
きて、将来の目標が明確になった周りの物事がすべて
好きになりました。
これからも更なる自己成長を目指し
たいと思います。なぜ、そのようになったと聞かれたら、
理由は私は米山奨学生になったからです。奨学金の支
援により、学校で勉強する時間が増えました。奉仕活動
に参加し、米山の仲間がたくさんできました。そして、い
ろいろアドバイスをいただける世話クラブの人生の大先
輩ができました。私の人生を変えました。先ほど、何回も
目標というキーワードを申し上げたと思いますが、私の
目標はロータリアンになることです。同じくより多くの人
を幸せにしたいです。
ご清聴 ありがとうございました
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