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「一人ひとりが輝く」
～会員同士の絆を大切に～

本日のプログラム 第 2022 回例会 2020 年 10 月 15 日（木）
卓 話 国際ロータリー第 2630 地区 青少年交換委員会 副委員長
テーマ
「未 定」 ／
担当 国際青少年交換委員会

前例会の記録
卓

話

第 2021 回 2020 年 10 月 1 日
（木）

米山記念奨学生 李

テーマ

「日本での生活」

担

米山記念奨学委員会

当

凱欣様

河人 宗寿様

です。それが今ではコンバインで刈り、強制乾燥で
す。そんな光景の中に真っ赤な彼岸花が目に入って
きます。不思議なことに高さ 30～50ｃｍの茎には葉
っぱが全くない状態で、花だけぽつんとついている
ことに気付きます。彼岸花は、別名「葉見ず花見ず」

＊国歌「君が代」斉唱

と言われ”葉と花が出会うことがない”という異名

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱

を持つという特徴があります。普通、植物の葉は、

＊４つのテスト唱和

光合成をして植物に栄養を生み出す大事な役割があ

＊会長あいさつ

りますが、葉っぱのない状態で、彼岸花はどうやっ

川村 紳一会長

皆さん今晩は。本日の卓話は米山

て成長しているのでしょうか？彼岸花は、球根から

記念奨学生 李 凱欣さんです。後

いきなり花が出てきて、花がすっかり枯れた後に葉

ほど「日本での生活」についての卓

っぱが出てくるという、少し変わった生体をしてい

話よろしくお願いします。

ます。冬から春にかけて、葉っぱがたっぷり栄養を

お彼岸を過ぎた辺りから、あの夏の厳しい暑さ、
各地で過去最高気温が続出した気温も最近は 30 度を
下回り、朝夕の涼しげな気候になってまいりました。

球根に蓄えて、その「栄養の貯金」で成長できる仕
組みを作っています。
彼岸花といえば、まず赤色をイメージします。燃

毎年 9 月中旬から 10 月にかけて稲刈りが行われてい

えるような外見をした赤の彼岸花の花言葉は「情

ます。そんな光景を見ていると昔の風景が思い起こ

熱・独立・再会・あきらめ・転生・悲しい思い出・

されます。稲を刈り、それを一束一束絡げて、ハザ

想うはあなた一人・また会う日を楽しみに」など多

に掛けて天日干しすることで、米のうま味が増すの

岐にわたり、ネガティブな意味合いもあればポジテ

ィブな意味もあり、人間の暮らしと密接に結びつい

日本で気づいた事、ロータリーでやりたいこととい

てきた花であることがわかります。

う順でお話します。

明るい黄色の彼岸花の花言葉は「深い思いやりの

私は香港から来ました。日常生活はほとんど広東

心・、悲しい思い出・追想」の３つです。追想とは

語ですが、中国語・日本語と英語を話すこともでき

「過去のことを思い偲ぶこと」を指します。黄色は

ます。私の強みは苦手なことでも挑戦する「チャレ

全体的に、過去や相手に思いを馳せる花言葉がつけ

ンジ精神」です。高校までは、人前で話すのが得意

られています。華やかな印象を与えてくれる、白い

ではありませんでした。大学生のうちに「苦手を克

彼岸花の花言葉は「思うはあなた一人・また会う日

服したい」と思い、ダンス同好会に入部して人前で

を楽しみに」白色の彼岸花の花言葉は一途な思いを

踊ったり、外国人交流会や日本語弁論大会も参加し

感じさせます。彼岸花は、1000 種類以上の別名があ

ました。弁論大会では負けてしまいましたが、発表

るといわれます。その代表的なものに、曼殊沙華（マ

したテーマ「外国人労働者の受け入れのメリットと

ンジュシャゲ）
、家事花（カジバナ）
、死人花（シビ

デメリット」についてたくさん勉強になりました。

トバナ）などがあります。別名も多く、生体もミス

短所は人の気持ちをよく考えてしまうので、自分の

テリアスな彼岸花。彼岸花の名所がいくつかありま

意見を押し通したり、自分と人との妥協点を見出そ

す。岐阜県の津屋川堤防と、愛知県の矢勝川堤防と

うとするよりは、相手の意見を尊重します。客観的

もに堤防を真っ赤に染める見事な彼岸花です。岐阜

に見て、多数派の意見に流されやすいという評価を

県海津市の津屋川の土手、３ｋｍに渡って約 10 万本

受けます。対立を避け、何をするにも相手任せとい

の彼岸花が見事に群生しています。また、愛知県半

う場合が多いです。

田市の矢勝川土手には、２ｋｍに渡って 100 万本あ

私は 2017 年に高校を卒業し、半年日本語を学んで

るいは 200 万本ともいわれる彼岸花が咲き乱れる日

2018 年に中部学院大学人間福祉学部に入学しました。

本有数の名所との事です、私も一度は見たいもので

日本の大学へ進学する理由は、同じ少子高齢化社会

す。

へと進んでいる香港と日本を比較して制度・社会支

話は変わりますが、
今日 10 月 1 日は中秋の名月
（お

援や保障について研究したいため来日しました。将

月見）です。私も以前、両親が居た頃は月見団子の

来の目標は社会福祉士の試験に合格し、学んだ知識

代わりに里芋とススキを飾り、お月様を見ながらの

や技術を生かし、少しでも社会貢献したいと思って

んびり過ごした思い出があります。現在の私たちは、

います。私は、5 人家族です。両親が共働きなので、

ふと月を見上げる機会も少なくなっているように思

一緒に海外旅行の経験はありませんでしたが、私の

います。昔の人達にとって、月がいかに神聖で特別

日本の進学で人生初の家族旅行をしました。趣味は

な存在であったか分かるような気がします。私たち

ダンスを踊ることとデザートを作る事です。

は、スーパームーンは見ますが、お月見だといって

私のペットのフーちゃんは、ヨツユビハリネズミ

のんびり見る事が少ないように思えます。

で、唯一日本でペットショップから飼える種になり

＊卓

ます。平均寿命は 3～7 歳です。フーちゃんは 9 月 28

話

米山記念奨学生
テーマ

李 凱欣様

「日本での生活」

日に 2 歳になりました。人間だと 32 歳相当です。帰
宅した時に寝床から顔を出したり、気持ちよさそう

皆さん、こんばんは。私は中部学

にマッサージでウットリしている姿を見ると、日頃

院大学人間福祉学部 3 年のリー ホ

のスキンシップの努力の甲斐を実感できるので、至

イヤンと申します。これから短い時間ですが、ぜひ

福の喜びを感じられます。警戒心が強く、針をたて

聞いてください。

て感情がすぐ外に出るハリネズミだからこそ、無防

今日は日本での生活についてお話したいと思いま
す。本日の内容については、自己紹介・日本の魅力・

備な姿を見せてくれる瞬間に私の心が癒されます。
大学 1～2 年生の時、日本の青少年自殺問題につい

て研究しました。その研究で青少年自殺が生ずる要

の繊細さこそが、日本文化の特徴で、私が最も魅力

因は主に家族環境や学校環境にあると分かりました。

に感じるところです。言葉そのものにも繊細さが現

親の教育や学校での教師の自殺予防の教育研究は重

れています。ご存知の様に日本人は礼儀を重んじる

要で価値があると考えられます。教師は自殺リスク

民族です。特に目上の人に対しては、失礼のないよ

の基礎知識や問題を抱えている青少年へのサポート

うに、複雑な敬語を微妙に使い分けています。

のスキルを持つ必要があると考えられます。様々な

今年の 8 月中旬から岐阜老人ホームという 110 年

場所を設ける必要があり、特に学校で効果がありま

以上歴史がある施設で 23 日間実習していました。こ

す。なぜなら学校は青少年が最も長くいる場所だか

の実習の間に多くのことを感じました。特に日本の

らです。また学校を含め、地域や社会の全てのレベ

施設に対するイメージと雰囲気が、私が思ったもの

ルで自殺予防に取り組むべきだと考えます。

と全く異なるのです。高校の時、常に老人ホームボ

外国人交流会と米山奨学生たちと話し合うきっか

ランティアをしていましたが、利用者の転倒や負傷

けで世界のことに対する好奇心も増え、視野を広げ

を防ぐため、身体拘束や行動制限は珍しくないこと

るため、今後は世界幸福ランキングについて研究し

でした。しかしこの施設は利用者が自由に外出でき、

ていきたいと思っています。諸国の制度・社会保障

自分で出来る事は自分で行い、自立した生活を促し

や自由度などを理解していきたいです。

ていました。それのみならず、利用者自らが自分の

香港を紹介します。もとは中国南部の小さな漁村

生活歴や戦争の話を分かち合い、自身の経歴で様々

だった香港は、アヘン戦争の 1842 年から 1997 年ま

な人生観を教えてくれました。食事やお風呂の時間

での約 150 年間、イギリスの植民地になり、その後、

に利用者がお互いにリマインドすることで近隣のよ

香港の全領域を中国に一括返還することになりまし

うに生活することに驚きました。

た。イギリスは統治していた長期間、香港の地で、

私は大学 2 年後期からモールで子供服のレジのア

関税をかけずに自由貿易港として整備していたこと

ルバイトを始めました。当時の私は、日本語を書く、

など、中国本土とは経済や制度が全く異なっていま

聞く、読むことは問題ありませんでしたが、話し方

した。同じ中国国籍ですが、社会的・経済的・考え

とイントネーションがおかしいと感じ、人と話すこ

方・文化・教育など中国とは異なるということでう

とは全然ダメで怖いと感じました。しかし、レジの

まく統治するよう「一国両制度」を採用しています。

仕事のおかげで、お客様とコミュニケーションをと

そのおかげで、香港経済は飛躍的に伸びているので

らなければならないので、それに伴い人と話す機会

す。香港人は第一言語に広東語、第二言語は、英語

が増え、会話能力が向上し、意思表示が徐々にでき

または中国語です。文字としては繁体字、中国と台

るようになってきました。その半年のアルバイトで

湾では中国語を話しますが、香港は広東語のため、

日本語の微妙な言葉遣いを感じました。例えば、お

香港人は 2 つの国の人と会話することができません。

客様にレジ袋はどうされますかと聞きますと「大丈

しかし、近年の香港の学校授業では中国語を勉強す

夫です」と答えられます。
「大丈夫」はＯＫな時とそ

るため、若い世代は話せる人も増えてきています。

うでない時どちらにも使えるので、曖昧で日本語の

私は、小さい頃から日本のテレビ番組が大好きで
した。日本のアニメ、ドラマなど何もかも新鮮で面

難しさを感じました。
皆さんの寄付金おかげで奨学金を頂くことができ、

白く感じられます。見ているうちに、だんだん日本

学業に専念できるだけでなく、カウンセラーやクラ

人の生活習慣、国民性などをある程度知るようにな

ブの皆さんと交流が深めることが出来ます。日本へ

り、いつの間にか日本文化を好きになりました。日

の認識と社会奉仕とは何かを深く理解したいですし、

本文化の魅力はいっぱいあります。美しい着物、優

皆さんと交流を通じて国際交流を促進したいと思い

雅な茶道、美味しい日本料理などです。その中に一

ます。

つの共通点があります。それは「繊細さ」です。こ

＊出席委員会
会員数 32 名、本日の出席 24 名です。
＊ニコボックス委員会
・会長・副会長・幹事
大変過ごし易い季節となりました。本日の卓話
李

凱欣さんよろしくお願い致します。

・高井 良祐君
李さん、卓話楽しみにしています。
・後藤 政之君
先日は妻の誕生日に虎屋さんのおいしいお菓子を
ありがとうございました。
24 名のご投函ありがとうございました。
＊その他委員会報告
・関中央ＲＣ親睦ゴルフ会のご案内
日時 2020 年 10 月 17 日（土）
場所 シーダーヒルズ カントリークラブ
＊幹事報告
・福岡豪雨災害義援金ご協力のお礼について
・郡上長良川ＲＣよりＧＴＭ報告書及びアンケート
結果拝受
＜次例会の案内＞
第 2023 回 2020 年 10 月 29 日（木）
広瀬恒行様 追悼例会
場所：味の孫六
担当：会長・幹事・実行委員会

