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点 鐘     
 

〔会長挨拶〕倉持政宏会長   

皆さんこんにちは。 

本日は、前回、会場の都合で途中となってしまいました米山奨学生の代莉様の卓話の

続きをお願いしております。 

代莉様のふるさとの山西省は埼玉県と姉妹都市であり、中国での唯一の女性の皇帝

が生まれた名所だそうです。また、山西省は様々なラーメンや饅頭があり、みな美味

しいそうです。是非、一度食べてみたいですので、横浜の中華街か東京、埼玉で美味しいお店を紹介していただ

ければ幸いです。また、代莉様のお爺様と叔母さまが来日されるそうですので、楽しい時間を過ごして頂ければ

と思います。 

そして、代莉様にとって久喜ロータリークラブの最後の例会が３月２３日となりますので、是非、お越しくだされば

幸いです。それをお願いして、会長挨拶とします。 

 

〔お客様紹介〕   

米山奨学生  代  莉（ダイ リ）様  

  中国  山西省  埼玉大学社会科学修士課程  

  専攻  国際日本アジア 

 

 

〔卓話〕＊前回（3 月 2 日）の卓話・・・・ 

 

市役所通り歯科医院  高井寛様   「後悔しないために 歯科医師として伝えたいこと」 

 

致知出版社の「死ぬときに後悔すること２５」最初の章は健康を大切にしなかった

ことから始まる。月刊プレジデントに「リタイヤする前にやるべきだった」後悔トップ２

０、健康面のベスト１は「歯医者で定期的に診てもらえば良かった」となった。歯を失っ

たとき、最も後悔する瞬間だ。歯を失はないための 10 か条は紙面の都合上割愛する。

ポイントとして３つ、①歯と歯肉を守る②顎関節と筋肉をコントロールする③飲み込み

としての舌を鍛えるについて、新聞記事を掘り下げる。 

食後すぐの歯磨きは NG、これは in vitro試験管内での話だ。in vivo生体内では柔軟に考える必要があり、お

すすめの歯磨剤を紹介。開口筋と閉口筋があるが過度に閉口筋が活発になると筋・関節への影響を看過できな

い。勿論歯の破折に発展する。こういった歯くっつき癖＝TCH tooth contact habitの防止法を動画で見てもら

う。最後は「あいうべ体操」に言及した。 

前述の書の最後の章は、愛する人に「ありがとう」と伝えなかったことである。この言葉を贈り終了となった。 

久喜ロータリークラブ週報 

 

 

2017 年 3 月 9 日（木） 

2121 回例会 №32 

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

 事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  倉持政宏  幹事 天野正幸 

会報委員  黒須久雄・正倉勝治・加藤久雄 

関勝四郎・鈴木逸郎 

 

2016－17 年度 R I テーマ 

人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ リ ー  
“ROTARY SERVING HUMANITY” 

国際ロータリー 

会長 ジョン F・ジャーム  

 第 2770 地区 

ガバナー 浅水 尚伸 

例会 会場 三高サロン 
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米山奨学生  代  莉（ダイ リ）様  

皆様こんにちは、今回の卓話は「2016、2017、2018……」というテーマで、米山奨学生の一年

を振り返って、自分が得たこと、記憶に残ることそして、それからの社会人生活についての考えを

皆様に話したいと思います。 

 2016 年、私は「年女」でした。ネットで調べると、日本ではその年は「良い年」か「悪年」か、二つの

説があります。中国ではその年は「本命年」と呼ばれ、必ず何か大変なことがあって、それを乗り越

えなければなりません。本当かどうかわからないですが、2016 年は私にとって大変な一年でした。 

 2016 年の大変なことをまとめていうと、「就職活動」、「研究」、「人とのつながり」三つでした。

家族、先生、友達はすごく支えてくれました。私にとって一番助かるのは「ロータリー米山奨学金」、

久喜ロータリークラブの皆様です。 

 2016 年米山奨学生になってできたこと。皆様がなければできないこと。・・・・ 

 No.1米山奨学生になったおかげで、全力で就職活動をして、良い成果をおさめました。2016年 3

月から就職活動をはじめました。私の就職活動を一番支えたのは米山奨学金です。奨学金のおか

げで、アルバイトを辞めて、多くの時間と精力を就職活動に使えることができました。３月から７月ま

で、校内外の合同説明会 10回以上、金融、コンサルタント、メーカー、 it会社の26社の会社説明会

40回参加しました。その内 21社にエントリーして、17回面接を受けて、 

最後ようやく気になる仕事の内定をもらいました。また、  

会長さんや学友会の先輩が私に業界、仕事のリアルの事を教えてくれ

て、 

いろいろアドバイスをくれました。米山  

奨学生になってこそ、いい就職活動ができて、すごくありがたいです。 

 No.2 久喜ロータリークラブの皆様のご支援で、自分のやりたい事が

実現し、研究が進められました。昨年 10月クラウドファンディングを使って

「花文字」の募金活動をやりました。皆さんが支援してくれたおかげで、

クラウドファンディングが成功して、「花文字」が学園祭で出店しました。

いろんな方に中国の文化の魅力を伝えました。またクラウドファンディング会社のイベントにも参加

することができて、クラウドファンディングを運営する会社の方、ほかのプロジェクト出品者といろい

ろ交流して、自分の研究がより深くいく事が出来ました。 

  No.3米山奨学生になったおかげで、日本の文化を触れるチャンスが多くなりました。  

７月の与野祭り、久喜の提灯祭り、川口打ち水大作戦に参加しました。与野祭りで 

御神輿も担ぎました。実際に参加することで、文化の楽しさと地域への意味が理解しました。 

  No.4米山奨学生になったおかげで、コミュニケーションが広がり、いろいろなことを学びました。

米山の仲間には、違う大学、専門、国からの留学生同士もいれば、もっと長い時間日本にいる留学

生の先輩もいます、そして、違う業種のロータリーアンの方々がいます。 

それらの人々と交流して、視野が広がり、社会への理解も深めました。 

 

米山奨学生の一年一番記憶に残ること・・・ 

 No.1 久喜市民祭り市民祭りで、初めてハーレーを乗りました。

そしておもちゃのことで、皆さまが地域への愛、子供への愛を感じ

ました。すごくロータリーアンの奉仕の心を感じることができまし

た。 
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No.2 名前入りの久喜ロータリークラブユニフォーム 

   可愛いユニフォームです。名前を入れてくれてすごく嬉しいです。そのユニフォームは私が良

いことをするようと励ましてくれます。 

 

 No.3 久喜ロータリークラブと久喜ライオンズクラブの合同例会で、皆様と「世界一つだけの花」

を歌ったこと。 

  歌が下手で恥ずかしかったですが、皆さまと一緒に歌うのは     

楽しかったです。 

 

2017 年  社会人としての新たの旅  

 4 月 3 日が入社式で、それから新しい生活で、ワクワクしながら

不安と心配もあります。でも、自分は仕事への愛と情熱を持っ

て、No.1 を目指してコツコツ頑張りたいと思います。 

 

2018 年…… 

 新入社員の 2、3 年間は仕事がメインだと思いますが、仕事が落ち着いたら、奉仕、プライベート

もどんどん入れて、ワークライフのバランスをよくするよう頑張りたいです。将来自分も何かの形で

世界を貢献したいです。自分が幸せな生活を送り、周りの人々を幸せ

させたいです。出会った人が「代さんと出会って幸せです。」と言ってく

れるのは一番の幸せです。 

 皆さま一年間、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

  
〔委員会報告〕親睦委員長  福田喜美夫会員  

◎4 月親睦旅行：  

＜日程＞ 【変更】 平成 29年 4月 10日(月)・11 日(火)  
＜行先＞ 横浜、鎌倉方面 

   宿泊：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

＜会費＞ お一人様 25,000円  

＊別紙詳細をご確認の上、参加申し込みをお願いいたします。 

 

 

◎親睦ゴルフコンペ：   

＜日程＞4 月 27 日（木）  9:08～スタート  

＜場所＞東松苑ゴルフ倶楽部   

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1234 

TEL：0284-91-1661 FAX：0284-91-1667 

  ＜プレー費＞11,800 円（税別、キャディ付、昼食付）  

＊別紙詳細をご確認の上、参加申し込みをお願いいたします。 
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〔幹事報告〕  

◎例会案内  

3 月  16 日（木） ◎  通常例会  12:30～開会点鐘  ＜会場＞  三高サロン  

＜卓  話＞  研修委員会  

＊例会終了後、臨時総会  議題：細則の改定について  

 23 日（木） ◎  通常例会  12:30～開会点鐘  ＜会場＞  三高サロン  

＜卓  話＞  高齢者安全運転推進  

＜誕生祝＞  3 月 :福田喜美夫会員  山中和子会員  

 30 日（木） ＊ 休 み ＊ 

◎米山記念奨学部門「修了式」のご案内：  

＜日時＞ 3月 12 日（日） 開会 14:00～ ＜会場＞ ラフレさいたま 4F 「欅ホール」                                                                                                                                                  

◎第１回日本ＲＹＬＡセミナーのご案内：  

＜日時＞ 3月 24日～２６日            

＜会場＞ 全トヨタ労連研修センター つどいの丘 

  ＜目的＞ RYLAセミナー情報、地区 RYLA の活性化 

＜内容＞ 講演、ワークショップ、発表 

◎幸手ＲＣ創立 50 周年記念式典のご案内：  

＜日時＞ 4月 5日（水） 受付 16:00～ 式典 17:00～ 祝宴 19:00～ 

＜会場＞ 東武ホテルレバント東京（錦糸町） 4階『錦』 ＊出席者には、詳細のご案内をいたします。 

◎2017 年地区研修・協議会のご案内：  

＜日時＞ 4月 21 日（金） 受付 9:30～ 点鐘 10:20～ ＜会場＞ 大宮ソニックシティ 

  ＜対象＞ 会長部会、幹事部会、管理運営部会、公共イメージ部会、会員増強維持部会 

職業奉仕部会、社会奉仕部会、国際奉仕部会、青少年奉仕部会、ロータリー財団部会 

      米山記念奨学部会  

〔スマイル報告〕新井  博 SAA 

 

〔出席報告〕  出席委員会  飯島誉夫  委員長   

 

 

  
 
 

 
点鐘  

☆伴 光治 会員： 代莉さん本日卓話よろしく ☆金沢利幸会員： 早退します 

☆鈴木つね子会員： 本日はよろしく   

☆冨田 英則会員： いつもお世話になります   

☆野口はやみ会員： 本日も宜しくお願いします 

☆倉持 政宏会員： 本日は代さんありがとうございます。 

☆正倉 勝治会員： 欠席のおわび   （敬称略・順不同） 

本日の合計 ￥ 15,000    

累 計 ￥ 935,000  

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 

本日出欠 48 9 22 4 13 66.67％ 
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