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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

１０月 

  結婚記念日 

 

 

 

 

 

 

 

 

（岩橋ＳＡＡ） 

橋本君：任泰然君、本日の卓話よろしくお願いします。 

中元君：任君、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

成川（守）君：橘の里コンサート、660名（700席のうち）ご来

場いただき、盛大に開催できました。ご協力、ご出席あ

りがとうございました。 

上野山（捷）君：任泰然君、本日の卓話頑張ってください。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９２７回例会） 

令和元年１０月１０日(木）  

（橋本会長） 

 

（児嶋親睦活動委員長） 

ゲスト：任泰然君（米山奨学生） 

 

 

 

（児嶋親睦委員長） 

会員誕生：川口君、成川（守）君 

配偶者誕生：宮井清子さん、児嶋純子さん、 

        石垣亜里子さん、山口ゆみさん 

結婚記念：嶋田（ひ）君、岩橋君、成戸君、石垣（洋）君 

 

橋本会長より10月が誕生日、結婚記念日の会員へ記念

品が贈られました。 

配偶者誕生日の方には、生花かプリ

ザーブドフラワーをお贈りします。 

 

 

  

  令和元年１０月２４日 第２９２８回 

・前期ＩＤＭ発表 
  

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和元年１０月３１日 第２９２９回 

・クラブフォーラム 

 「ローターアクト復活について」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９２７ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

ゲストの紹介 

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

 

橋本会長より

10月分の 

米山奨学金が

任泰然君に 

授与されまし

た。 

10月お誕生日 

 （左）川口君（右）成川（守）君です。 

      お誕生日おめでとうございます!! 



２ 

経済と地域社会の発展月間 

児島君：任君お話楽しみです。 

中村君：任泰然君、卓話楽しみにしています。本日、第2

班ＩＤＭです。御参加宜しくお願いします。 

宮井君：任泰然君、本日の卓話ご苦労さまです。 

岩本君：任君、本日は卓話ご苦労さまです。 

松村君：任泰然君、初卓話楽しみです。住宅メーカーの

コンペで優勝しました。 

上野山（栄）君：任君、楽しみです。 

橋爪（誠）君：任泰然君、本日の卓話よろしくお願いいた

します。楽しみに聞かせていただきます。 

井上君：任君、今日の卓話楽しみです。 

嶋田（ひ）君：任泰然君、本日の卓話楽しみです。宜しく

お願いします。 

川口君：本日は任君の卓話です。はりきって行ってみよ

う！ 

石垣（泰）君：任君、本日の卓話楽しみです。 

児嶋君：任泰然君、卓話よろしくお願いします。 

北畑君：本日、任泰然君、卓話よろしくお願いします。 

嶋田（恵）君：任君、頑張って下さい。卓話楽しみにして

います。 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２５名 

（出席規定免除会員６名） 

会長の時間  

出 席 報 告              

お世話した年 氏名 性別 国籍 留学大学 カウンセラー 

1985年 アディカリ・バドリ・ナート 男性 ネパール 大阪府立大学 
島泰臣 

/小川平治 

1998～00年 
陳 正原 

チェン ジェンウエン 
男性 台湾 和歌山大学 松村光雄 

2006年 
買尼沙汗 買買堤 

マニサハン・マメティ 
女性 中国 和歌山大学 岩本道弘 

2009～11年 ドゥワル・スルヤ・キラン 男性 ネパール 大阪観光大学 成川守彦 

2015年 
ポンピパック・ダーラー 

女性 ラオス 和歌山大学 橋爪誠治 

2016～18年 
董涛 

トウ・トウ 
男性 中国 大阪府立大学 橋本拓也 

 
 

(左)ポンピパック・ダーラーさん

（右）董涛君より 

ビデオメッセージを 

           いただきました。 

                

               （橋本会長） 

「指名委員会委員指名＆米山月間について」 
 今年度の年次総会は12月12日です。有田RC細則に従い、会長経験者を指名委員会委員 

に任命します。そして、会長と会長経験者で指名委員会を構成し、委員長は上野山栄作直前 

会長にお願い致します。 

  私の会長の時間は、米山記念奨学生について話します。 

＜有田RCがお世話した奨学生＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）アディカリ・バドリ・ナート（成川守彦さんの情報） 

  ・2000年頃にネパールの岩村記念病院を建設するプロジェクトで協力してくれました。 

  ・数年前にアメリカにいる連絡がありましたが、現在は音信不通。 

2）陳 正原(チェン ジェンウエン) 

  ・米山学友の情報ネットワークでは、ユーエルティ（株）勤務になっているが、たぶん古い情報。 

3）マニサハン・マメティ（橋爪正芳さん情報） 

  ・中国ウイグル地区で教育関係の仕事に従事。 

4）ドゥワル・スルヤ・キラン（橋爪正芳さん情報） 

  ・2012年にネパールインド・レストランを開業したが2015年に閉店。現在は、大阪のホテルで勤務。 

 次にダーラーさん、董涛さんからのビデオメッセージを見ましょう。ダーラーさんは日本企業に就職し、その会社 

のラオス支店で活躍されています。董涛さんは大阪に拠点を置き、海外からの学生をサポートする事業を展開しようと

活躍されています。 



（中元幹事） 

１．第3回持ち回り理事会（メール）の結果について 

「2019-20年度地区大会選挙人会議における、当クラブの

選挙人を橋本拓也君とする件」が2019年10月1日に承認

されました。 

２．地区より 

①クラブ米山委員長会議及びカウンセラー研修会の当日

資料が届く（川口カウンセラーにメールでお知らせしま

した。） 

②2019年End Polio Nowリソースの案内が届く（松村委員

長にメールでお知らせしました。） 

③国際ロータリー第2640地区ガバナーエレクト事務所開

設の案内が届く（橋爪誠治会長エレクトにメールでお知

らせしました。） 

３．御坊RCより 

 2019～2020年度 国際ロータリー第2640地区  

 第2分区 INTERCITY MEETING プログラムが届く 

 【開催日時】 

 2019年11月10日（日）13:00開始（12:30受付開始） 

 【開催場所】 

 御坊商工会議所 4階大会議室 （御坊市薗350-28） 

 当クラブからの参加者は12名 

４．日本のロータリー100周年記念ピンバッジの配付 

５．雑誌The Rotarianの回覧 

６．他クラブ週報（後方に掲示） 

 

 

＊米山記念奨学会委員会（嶋田（ひ）委員長） 

1）橋本君、橋爪（誠）君、川口君、丸山君、児嶋君、菅原

君、嶋田（ひ）君より特別寄付をいただきました。 

2）米山梅吉記念館 賛助会ご入会のご案内 

 

 

    「生活はチョコレートの箱みたい」 

              米山奨学生 任 泰然 君 

  
 有田ロータリークラブの皆様、

こんにちは！いつもお世話にな

ります。私は任泰然と申します。

中国から参りました。現在和歌山

大学経済研究科修士一年です。

今回の卓話を通じて、私自身の

ことを紹介させて頂きます。 

卓話のテーマを見て頂くと、人

生にはチョコレートの箱と同じように、中には甘いミルクチョ

コやビターチョコのように苦いもの等いろんな味が入って

いるように、人生すべての経験は味わってみないと分から

ない。私にとっては大切なテーマであります。 

まずは名前の由来から「泰然」は、「泰然自若」という四

文字熟語からです。意味は「泰然」は落ち着いて物事に

動じないさま。「自若」は何に対してもあわてず、驚かず、

落ち着いているさま。という思いで名付けてくれました。生

年月日は1995年6月30日生まれで、今年24歳になります。

中国の大学を卒業後来日し、今年で3年目となりました。

故郷は中国東北地方吉林省公主嶺市出身であります。 

東北地方というと、歴史に精通されている方は「満洲」を

連想させるかと思います。元々「満洲」は満民族と清朝の

発祥地でした。時代と国際関係の変化にともなって、満民

族は元より、朝鮮族、ロシア人と日本人を含めて、多文化

の土地になりました。その中のお一人に皆さんもご存じの

小澤征爾さんがおられます。1935年瀋陽に生まれ日本に

帰国後、世界的に有名な指揮者になられたことは皆さまも

ご存じかと思います。 

次に、私の研究内容である中国の独居世帯と独居老人

の養老と介護に関する問題を調べ学んでいます。中国語

で独居老人の通称名に「空巣老人」という言い方がありま

す。現在中国の高齢化は今までに遭遇したことのない速

さで進み、一人っ子政策の影響や経済発展地域への人

口移動などが大きな原因となり、「空巣老人」が生み出さ

れました。そして、今回の研究対象は中国東北出身が日

本に渡り生活している若者と、彼らの地方に残された親と

の関係です。その彼らの親に対する養老とケアの考え方

と、「空巣老人」となる親の意識とニーズ、両者の考え方を

明らかにして、これからの対応を考えて行きたいと思いま

す。そして高齢化問題全般について研究を深め、先進国

日本の高齢者対策と実績を学び故郷に貢献出来るよう頑

張ります。 

私は、特に日本の介護保険制度に注目しています。日

本の介護保険制度は改善点もありますが、中国では全国

的な介護保険制度がありません。簡単に言うと、日本の介

護保険の問題は「多」と「少」で基本的制度が確立されて

いますので、これからの対応策となりますが中国は「あり」

と「なし」の根本的問題です。また、地域の社会福祉の基

盤として日本の地域ケアシステムと民間の役割を参考とし

て、「空巣老人」の老後生活の保障について提言したいで

す。研究の結果は在日東北地方出身者の子供と親の老

後生活に関することの支援の一助になれば幸いです。 

私は、大学時代にキンボールというスポーツに打ち込ん

でいました。このスポーツから学んだことは、積極的な行

動と自身の態度が重要だと気付きました。今回のテーマ

は、アメリカの映画「フォレスト・ガンプ」で劇中のセリフ「人

生はチョコレートの箱みたい、食べるまで中身は分からな

い」は冒頭にも申し上げた通り、私を動かす原動力であり

心にはいつもこの言葉とともにあります。今回の卓話テー

マの由来はここにあります。 

最後に、今年の4月からロータリー米山記念奨学生にな

り、「日本と世界の懸け橋、世界に平和の種をまく」という

ロータリー米山記念奨学金の精神をより理解していきま

す。そして有田での地元企業の見学により、日本の職人

精神とロータリアンの地域に対する責任に触れ、さらに9月

14日は有田ロータリークラブの皆さんと一緒に、静岡県三

島市の米山梅吉記念館創立50周年記念式典に参加し

て、地域に想いを抱き世代や社会に対する情熱と理想を

改めて認識できました。私にとってすごく素晴らしい体験

でありました。 

これからもリーダーとなる、ロータリー米山記念奨学生に

なるために頑張って行きます。末尾になりますが、有田

ロータリークラブの皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申

し上げます。 

 

 

３ 

経済と地域社会の発展月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 幹事報告  

 卓 話 

委員会報告 


