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本日の出席率７３.８０％：会員数４２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ８名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは、 １０月２８日第

１０回 「和牛の祭典イン長崎」 佐

世保会場ハウステンボスに行って

まいりました。 無料の各県のブラ

ンド牛の試食ができると聞いてまし

たので、 楽しみにしていましたが、

結果は３０分ほど並んで親指大の

牛肉ふた切れでした。 やはり、 市

内でお金を出して食べたほうがよりよい肉が食べられたのではな

いかと考えました。 ともあれ、 肉牛の部で８ ・９区で優等賞主席

を獲得した出品牛の中から本県勢初の優等賞主席を獲得した

「福姫晴」 の子供が名誉賞 ・内閣総理大臣賞を獲得しました。

また、 宮崎県は全区９区のうち５区で主席に選ばれました。 今ま

で長崎県は、 子牛を育てて各県に出荷していたので肉牛につ

いてのブランド化は後れを取っていたそうです。報告しておきます。

　また、 最近の電子家電は売れ行きが不振で各量販店では値

引き合戦が起こり大変だそうです。 その一方で販売を伸ばして

いる電気製品もあります。 自社工場を持たず外注で製造業をし

ている企業の商品です。 たとえれば日産とソニーを退社した二

人の技術者が外注先の企業で２時間の充電で２０キロ走行でき

る 「電動車いす」 を製造し販売する。 一人でも製造業ができる

環境が整ってきているとのことです。 いたるところにビジネスチャ

ンスがあるということを痛感いたししました。

　気持ちが落ち込んでいるときに聞く音楽は、 どうしても明るい

曲を選びがちですが、 優うつな心には元気を注入出来ないそう

です。 心理学的には、 気分と反対のものより、 同質のものを聴

くほうが精神の安定を図れるといわれています。 これは 「同質効

果」と呼ばれ、心の病気の音楽療法にも使われています。 高ぶっ

てる神経を鎮めたいなら攻撃的で激しい音楽 ・ 気分が沈んでい

るときには暗めで静かな音楽 ・ セカセカして落ち着かないときに

はスピード感のある音楽を聴けば、 その時の心理状態から抜け

出せるそうです。 ただし歌詞の入っていない曲に限ります。 最

近の社会情勢ではままならないことが多いようです。 嫌なことや、

落ち込んだ時は試してみるのもいいように思います。 本日の卓

話は「米山奨学生　張金玥さん」です。 卓話宜しくお願いします。

１．例会変更
　   ありません。

　　　　

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ①世界平和フォーラム広島 協力金のお礼

　　　地区協力金　６６０， ４００円

　②１１月ロータリーレートのお知らせ　１ドル＝８０円

　③東日本大震災支援報告

　④ロータリー文庫 2011 ～ 12 年度決算について

・佐賀ロータリークラブ
　創立６０周年記念式典並びに祝賀会のご案内

　日時　平成２５年２月２３日 （土） 午後４時３０分

　場所　ホテルニューオータニ佐賀

溝上純一郎 職業奉仕委員
　来週１１月８日 （木） は社員招待例会です。 まだ会場に余裕

がありますので、 会員、 家族、 社員の方で申し込みをされる方

は５日 （月） までにご連絡をお願いします。

崎山信幸 社会奉仕委員長
　１１月２４日 （土） 開催するチャリティーバザーの品物の提供の

お願いです。 皆様のご協力、 宜しくお願いいたします。 　

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　　　納所　佳民様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　 西沢　雅幸様

神埼ロータリークラブ　宮地勝朗様
本日は張金玥さんと一緒にお世話になります。 ご指導宜しく

お願いします。
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佐世保南ロータリークラブ　西沢雅幸様　
よろしくお願いします。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
本日は１１月らしく肌寒い風が吹いています。 特に最近頭皮

に寒さを感じるのは私だけではないのではないでしょうか。

本日の卓話は米山奨学生の張金玥さんです。神埼ロータリー

クラブ米山記念奨学委員長 宮地勝朗様、 ありがとうございま

す。

大久保厚司副会長
以前、 卓話で来訪された九州大学生体材料学教授 石川教

授が “Bioceramic24” という国際学会を九州大学で先週、 開

催され見事な学会で石川教授も世界三大教授となったことを

お伝えします。 （私の症例、 ニューヨーク大学のレゲロス教

授が共同研修したものを発表されたいましたよ。）

池永隆司君、鶴田明敏君
先日、黒島の岡君の会社で親睦活動委員会を開催しました。

設備が整った素晴らしい会社でした。

本日の合計　　　　     9,000 円

本年度の累計　　　436,000 円

米山奨学生　張金玥さん
自己紹介
　私は張金玥 （チョウキンゲツ） と申しま

す。 この 「玥」 は中国の昔の物語の中

で出て来た真珠の意味です。 中国で“女

の子は手の平の真珠のようにとても大切

のする” という諺がありますので、 両親

からこの名を付けてもらいました。 中国の北京から参りました。

今、 佐賀大学大学院経済研究科２年生です。 専門は財務会

計です。 『外貨換算会計』 について卒論を書いております。

私の故郷
　先ず、 私の故郷を簡単に紹介したいと思います。 私の故郷

は北京です。 皆さんご存じのように北京は中国の首都です。

人口約２ ,０１８万人の四季がはっきりするところです。 家の近く

は随の時代に築いた大運河の北の起点とされています。 北京

は今、 中国の伝統文化と現代文化を融合する大都市です。

観光名所がたくさんあります。 代表的なのは紫禁城、 万里の

長城、 頤和園です。 中国で “万里の長城に行かれなければ

一人前の男とは言えない” という諺があります。 皆さん北京に

行かれるときは是非登ってみて下さい。

佐賀での留学生活
　次は佐賀での留学生活について紹介させていただきます。

私は２００９年４月に交換留学生として佐賀に初めて来ました。

１年後、 ２０１０年の２月に１回中国に戻って、 中国の大学を卒

業して佐賀にまた来ました。 半年の研究生を経て、 大学院の

■  ゲスト卓話 ■

試験に合格し、 ２０１１年４月に大学院に入学しました。。 佐賀

にいる間に色々な所に行きました。 日本は本当に美しい国とい

うことを深く感じました。 四季がはっきりしているので、 各季節

楽しめることがいっぱいあります。 この間テレビを見て “北半球

で四季がはっきりしている島国は日本だけです” ということを知

りました。 日本に来られてまた生活できる自分は本当にラッキー

だと思います。 日本に来て色々な方と出会って色々なことを経

験しました。 日本にきて本当に良かったと思います。 これから

も残りわずかの留学生活を楽しんでいきたいと思います。

ロータリー米山奨学金の大切さ
　米山奨学生に選ばれてとてもラッキーだと思っています。 私

にとって貴重な経験です。 これから米山奨学金の大切さを具

体的に説明したいと思います。

　先ず、 経済面です。 中国経済は近年たくさんのお金持ちが

現れました。 しかし中国１３億人の中で本当に僅か少しです。

私の家庭は中国ですごく普通の家庭です。 父は高校の先生で

母は幼稚園の先生です。 中国の物価は低いので、 この収入

で十分生活できます。 お金持ちではないですが、 貧乏でもあ

りません。 でも私が日本に留学するということは親にとって結構

な負担になりますが、 私の将来のために応援してくれました。

とても感謝しています。 親の経済負担を減らすため、 奨学生

になるまではずっとアルバイトをしました。 アルバイトと勉強を両

立するのはとても大変でした。 今、 皆さんの支援のお陰で勉

強に集中出来るようになりましたので、 本当にありがたいです。

　次の大切さはロータリアンとの出会いです。 自分で言うと図々

しいのですが、 自分は良い学生の方だと思っています。 勉強

一筋です。 そのおかげで今までの人生は勉強しかしてなくて、

社会経験をあまりしていません。 米山奨学生になってロータリ

アンの方々と出会って本当に勉強になります。 毎週クラブの例

会に出席しますが、 たまに悩みをロータリアンやカウンセラーに

言います。 人生の先輩達の一言で私のちっぽけな悩みがアッ

という間になくなります。 ロータリアンのアドバイスは私みたいな

若者に取って本当に宝物です。 皆さんは自分の経験を私達に

伝えていただいて本当にありがたいです。 私達のために遠慮

無くアドバイスをお願いします。

　最後の大切さは優秀な仲間達との出会いです。 米山奨学生

になって、 又仲間が増えました。 孔子の “三人行えば , 必ず

我が師有り” という言葉が大好きです。 米山奨学生の皆さんは

さすがに選ばれただけあって、 全員私の先生です。 毎回皆さ

んと会ったら私ももっと頑張りたいと思います。 これからも友達と

してライバルとして皆さんとお付き合いさせていただきたいと思

います。 この友情は私の一生の宝物です。

　最後に今年から２７４０地区の米山奨学生は１４名から１１名に

減ることになりました。 ３人の学生が私みたいに貴重な体験が

できなくなりました。 とても残念です。 これからも米山奨学生の

ために皆さんのご寄付のご協力を、 是非を宜しくお願いいたし

ます。

ＳＡＡ：田端　茂君

次回例会／１１月８日１８：３０～

於いて／シネマボックス太陽、社員招待例会

次回献立／サンドイッチ
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