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2017-2018年度 藤村 作 会長

皆さんこんばんは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
米山記念奨学生の鄭さんようこそ、今日は卓話もありますので宜しくお
願いします。
先週の報告をいたします。19日の例会後理事会がありました。11月、
12月の行事予定、クリスマス例会について、ポリオ募金の報告等があっ
たのですがもう一つ重要な決定がありました。以前より報告していまし
たが上尾高校のインターアクト同好会が休部状態だと話していたと思う
のですが、それに関連して上尾高校は今年度韓国へは行きません。その
ため韓国からの学生受け入れをどうしようかとのことで検討しました。
結論から言うと今年度は学生の受け入れをしないことといたしました。
理由としては受け入れても上尾高校への訪問は困難、また受け入れ日程
が2月3日から8日なのですが、障碍者作品展示即売会が2月2日から5日
となり被ってしまうことから今回は断ることとしました。ただ来年度は
ぜひ復活させないといけないとの意見もあり、4月には上尾高校の新入
生も入りますしインターアクト同好会を復活させるために、上尾ロータ
リーとして上尾高校に出向き広報活動をしてはとの話も出ましたので、
今後幹事とともに検討したいと思いますのでその際はご協力お願いしま
す。その他として先週会長報告でさせて頂いた地区の記念誌「地区の歩
み」についてです。理事会でどういう経緯でこのようなことが行われる
ことになったか地区に質問したほうが良いとのことだったのですがその
後大塚パストより、決定するのは地区大会でのことでそれから話がある
はずとのことを聞きました。10年に一度このような記念誌を発行するら
しいので決定の際はよろしくお願いいたします。
また夜には55周年記念事業委員会がありました。小林邦彦委員長を中
心に9名のメンバーに集まって頂き検討してまいりました。詳細につい
ては次週の例会で皆さんに報告したいと思いますのでご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
20日の夜には東武バンケットにて地区大会実行委員会会議がありまし
た。クラブからは会長幹事・副会長副幹事の4人で出席してまいりまし
た。また、大塚パストと地区副幹事の2人も参加されました。1時間の会
議でしたので地区の方の話を聞くだけで終わってしまいました。多少の
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質問はしましたが、詳細については当日に指示があ
るそうです。上尾クラブは接待・懇親部会になりま
す。1日目は特に役割は無いようですですが、2日目
はそれぞれの担当の部門については朝9時から説明が
あるそうです。接待と懇親会についてと思われます。
宿泊と晩餐会・昼食会部門については特に何もなさ
そうなのでもう一度メンバーを検討させて下さい。
深沢さんが地区副幹事で担当なのでもう少し詰めて
来週皆さんにお知らせしたいと思います。担当にな
った方宜しくお願いします。
本日は結婚誕生と鄭さんの卓話です。皆さん宜し
くお願いします。
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◇11月のロータリーレート
は１ドル＝114円です。
◇上尾イルミネーション点
灯式が11月18日（土）午後
5時半から上尾駅自由通路
で行われますので、
ご興味
のある方はご参加ください。

例 会 主 題 〜 卓 話
米山記念奨学生

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

結 婚・誕 生 祝 い
お誕生日

足場に登って検査をしましたが、三重塔は細いので
階段の傾斜がきつくて11〜12mを登って降りてきた
ら膝がガクガクしてしまい、歳を重ねていることを
実感しました。自分の好きな仕事なので体に鞭を打
ちながら、今しばらく仕事を続けながら、またロー
タリーでおつきあいさせていただけたらと思います。
本日はお祝いいただきありがとうございました。

おめでとうございます！

齋藤 重美 会員

10月9日、73歳になりました。今も現場の仕事を
しています。県南の方で三重塔の、チタンへ吹き替
える耐震工事をしていて、先日、高さ11〜12mの足
場を登りました。若い頃は30〜40mの高さまである

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

みなさん、
こんばんは。カ
ウンセラーの樋口さんから
LINEで「楽しみにしていま
す」
とコメントをいただいた
のですが、かえって、ちょっ
とプレッシャーを感じてい
ます。面白いことは言えませんが本日はよろしくお願いい
たします。
まず自己紹介です。名前は鄭維嘉（てい ゆいか）で
す。結構難しい漢字で、中国語ではまったく違う発音に
なってしまって、ローマ字表記、カタカナ表記などいろい
ろ違っていて、自分の名前がなんなのかわかっていない
ところです。国籍は中国ですが、出身はドイツのミュンヘ
ンです。両親がドイツに留学していた頃に私が生まれ、
出身はドイツですが、私はドイツ語は話せません。小学１
〜３年生の時は日本に来て、名古屋に住んでいました。
小学４〜６年生では父の仕事の都合から横須賀に引っ
越し３年間を過ごしました。中国・高校はまた父の仕事
の都合から中国・北京で６年間過ごしました。
ドイツ、日
本、中国に加えてモニターに韓国の国旗も映しましたが
実は祖父が韓国人なので、
１／４韓国人なんです。
2014年、
３年前に日本に留学してきて、日本語学校で
１年間勉強し芝浦工業大学に入学して、現在に至ります。
家族構成は父・母・妹の４人で、妹は今、韓国・ソウルに

AGEO ROTARY CLUB

留学中で、家族４人がバラバラになっています。
勉学について紹介したいと思います。芝浦工業大学、
工学部、通信工学科３年生です。
１〜２年生は東大宮の
方の大宮キャンパスに通っていて、今年の４月からは豊
洲キャンパスに通っています。
国の紹介です。中国の文化はたぶん皆さんの方が詳
しいと思いますので省かせていただきます。他民族国家
の中国では少数民族がいて、56民族あるうちの人口94
％が漢族、その他55の民族がいます。私は少数民族のう
ちに入っていて、吉林省の延辺あたりで主に暮らす朝鮮
族です。仕様言語は中国朝鮮語です。冷麺が美味しくて
祖母に会いに行くときは、毎回冷麺を食べています。中
国では北京の朝陽区にある望京に住み、いわゆるコリア
タウンのようなところです。
とても発展している街で、すご
い建物もあるのですがふだんはPM2.5の影響であまり
見えません。
次に大学の研究室についてですが、8月末に研究室
が「モバイルマルチメディア通信研究室」に決まりました。
コンピュータの存在を意識せず、いつでもどこでも情報
アクセスが可能なユビキタスコンピューティング環境の
実現井向けた情報通信の研究を行っている・・・一言で
まとめると
「人にやさしい情報通信環境をめざす」研究
室です。
この研究室を選んだのは、自由に研究テーマを
決めることができるところです。
ソフトウェアでもハードウ
ェアでも、AI〜人工知能や、AR、VRなど、何をやっても
いい研究室であるところに魅力を感じ入りたいと思いま
した。
次に私の大学での生活についてです。勉強面では、私
の学科では留学生は私１人でまわりは全員日本人です。
そのおかげで日本人学生と一緒に勉強できる環境とい
うのは最高だなと思います。留学生の悪い癖は、自分の
国の友人同士が集まってしまい、日本人学生と交流でき
ないという問題がありますが、そのような問題は私には
起こりませんでした。
アルバイトでは、週に２日程度、大学の前にあるステー
キ屋さんで働いています。
まかないで、たまに美味しいお
肉がでて、一人暮らしの身にとってはありがたいです。サ
ークル活動はいろいろ入っていますが、メインで活動し
ているのは天文同好会という星を観るサークルで、去年
の１年間は副会長兼書記をしていました。写真が何枚か
あり、たとえば埼玉県ときがわ町では、北斗七星を背景
にして写真を撮ってもらいました。
またゴールデンウィー
クには伊豆に行き、写真のように天の川が肉眼ではっき
り見えました。夏休みには新潟に70人で行き、湖で遊ん

だり花火をしながら星を観ました。すごく楽しかったです。
次に現在の目標についてお話しします。第一希望の研
究室に入ることは達成したので、来年４年生になり卒業
研究を始めなければいけなくて「自分の研究したいテー
マを見つける」
ことを目標にしています。
また来年の就活
に向けての準備として、夏休みにインターンシップに参
加し、目標を達成しました。今は冬休みにまたインターン
シップに参加しようかなと思いいろいろな日本の企業を
見て、将来どういった会社に就職したいか探していると
ころです。将来の目標は、日本で就職しグローバルな人
材として社会に貢献できるような人間になりたいです。
先ほど話したインターンシップについてですが、
SCSK株式会社さんという豊洲の会社に応募し、
１日だ
けですがみなさんが優しくしてくれて楽しかったです。あ
とはNTT docomoさんは長期のインターンシップで、
こ
の時はとても大変で、最終日の発表のためにサイゼリア
にメンバーが終電まで残り準備しました。10年後の新し
い未来を創造せよというテーマだったのですが、私たち
が出した案ではICチップを体に埋め込み普及している
時代ではないのかなと発表しました。
米山記念奨学生としてですが、奨学生になってから様
々な国から来た留学生と交流があり、他の留学生がして
いることを初めて知り、
もっと勉強を頑張りたいと思いま
した。奨学金はもちろんとてもありがたく、妹も留学して
いるので、両親の負担を減らせて、親にも恩返しできた
のかなと思っています。世話クラブである上尾ＲＣの月
末の夜間例会にしか参加できないのですが、皆さんが
毎回とても優しく接してくれるので、自分から何かできる
ことはないか考え始めるようになりました。例えば他クラ

ブに卓話に行くことを立候補したりとか、昨年度からの
継続生が私のことを手伝ってくれるので来年奨学生が
入ってきたときに自分も何か手伝いたいなと考え始めて
います。
とても難しいですが少しずつがんばっていきたい
と思います。
最後におまけですが、
９月の私の誕生日にはお祝いプ
レートが４回ありました。米山記念奨学生の合同委員会
で奨学生が祝ってくれ、大学の友達も祝ってくれ、アルバ
イト先で退勤した後に店長が祝ってくれ、上尾ロータリ
ークラブさんでも祝ってくださいました。日本に来てたく
さんの人に関わり、生活が充実していて、私はいまとても
幸せです。
ご清聴いただきありがとうございました。

スマイル
鄭さん、卓話ありがとうございました！
齋藤重美会員 並（ナミ）の歳を迎えました。御祝ありがとうございます。
藤村会長

結婚・誕生おめでとうございます。

鄭さん、卓話ありがとうございます。
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