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神田 憲雄 会長 

 

こんばんは、このところ体調を崩して例会を２週

程お休みしました。申し訳御座いません。 

体力には多少自信は有ったんですが、２０年振り

に入院して健康の有難さが改めて身にしみました。

会長職は後４ヶ月ですので、体調管理を万全にして

頑張りたいと思います。 

 

 

野嶋 浩一 直前幹事 

 

吉田幹事不在の為、代理で報告いたします。 

★ ニューオーリンズ国際大会『日本人親善朝食

会』のご案内 

日時：2011年 5月 22日（日） 

開場 6：00  朝食会 6：30～8：00 

場所：Marriott New Orleans 

会費：一人 5000円（着席・ビュッフェスタイル） 

〆切：3月 7日 

詳細につきましては事務局または幹事までお問

い合わせください。 

★ 千葉若潮 RC社会奉仕事業『第 3回千葉若潮 RC

青少年ゴルフミーティング』の件 

協賛：ヨネックス（株）、北谷津ゴルフガーデン

開催日：2011年 3月 30日（水）※雨天決行 

会 場：北谷津ゴルフガーデン 

千葉市若葉区北谷津町 282  TEL：043-228-1156 

国際ロータリー会長 Ray Klinginsmith 

第２７９０地区ガバナー 織 田  吉 郎 

第３分区Ａガバナー補佐 宇 佐 見  透 

会長 神田 憲雄 

幹事 吉田 宏一 



会 費：なし（ゴルフクラブ等の貸出あり） 

人 数：約 50名 

詳細につきましては事務局または幹事までお問

い合わせください。 

★ 回覧について 

2/26若潮 RCとの合同ボウリング大会 

2/28千葉駅前清掃・炉辺会合 

3/8 3クラブ合同例会 

本日、上記 3点につきまして再度、出欠席の確認

をさせていただきます。 

 

親睦活動委員会     武田 康 委員長 

 

今週土曜日２月２６日１６時４０より千葉若潮

ＲＣさんとのボウリング大会がございます。場所は

京成千葉中央駅の裏、アサヒボウルです。まだ空き

がありますので奮ってご参加ください。ゲーム終了

後、懇親会も予定しております。 

 

ロータリー米山記念奨学生 朱 建華 様 

このクラブにお世話になり１年近く経っており

ますが、お世話になっているクラブで卓話をしてい

ないことは少し残念だと思っていましたが、本日チ

ャンスを頂いてうれしく思っています。 

今日は三つのことについてお話させていただき

ます。 

ひとつはロータリー米山奨学生になった私につ

いてです。 

 

奨学生になる前、学校の先輩たちからロータリー

についていろいろ伺いました。そしてそれが夢でし

た。本日その奨学生の一人として奨学生になった感

想、ロータリーを通しての経験を話すことをとても

光栄だと思っています。昨年の４月から奨学生とな

って１年近く経ちました。自分は来日７年、日本語

学校から学部、大学院まで進学しました。生活のた

めにアルバイトをしなければならなかったので勉

強に完全に集中するのが難しい状態でした。しかし、

昨年の４月から米山奨学生になって生活面から皆

様からご支援を頂きアルバイトも辞め時間がとれ、

安心して自分の研究に一層集中することができま

した。また、学費の心配も無くなり経済的にも時間

的にも余裕ができお祭りなど日本の伝統的な活動

にも参加できました。米山か奨学金を頂くようにな

って経済面だけではなくロータリーの皆さんとの

交流の中で精神面でもかなりプラスになっており

ます。毎月例会に出席して皆さんと話をし、自分の

勉強や生活などの状況を報告し、悩み事などの相談

をしております。会員の皆様の卓話を聞いて日本の

文化や歴史、社会情勢に関する知識が増えただけで

はなくその度に日本に対する理解が深まるように

なっています。毎月神田会長さんから奨学金を頂く

たびに将来はロータリアンの皆様と同じように自

分の力で困っている人を助けて生きたいと思って

います。 

もうひとつは私に研究についてです。ご支援のお

かげで今までより一層自分の研究に集中すること

ができました。研究も順調に進んでおり人一倍のス

ピードで１月に論文を完成し、最近論文の最終試験

もありました。３月１４日に卒業式があり、４月１

日から社会人になります。 

委 員 会 報 告 



私の研究テーマは『日中におけるＣＳＲの発展プ

ロセスについての研究』です。ＣＳＲと言うのは企

業の社会的責任と言うことです。なぜこのテーマを

選んだかというと、近年経済成長が目立っている中

国では環境問題をはじめとする企業の社会的責任

が楽観的な状況ではないと言うのが現状でありま

す。特に２１世紀に入ってからは企業の社会的責任

が様々な局面で求められることが多くなっている

中で、高度成長での中国におけるＣＳＲの深刻さも

無視することができないと考えております。このよ

うな深刻な状況をきっかけとして私は学部では『日

中企業における環境マネーマネージメントシステ

ム』の取り組み方を分析してその日中の比較を卒論

テーマといたしました。そして学部の研究テーマを

ワンランクアップさせ同じアジア地域では先を行

っていると言われている日本を選び、日本における

ＣＳＲの発展プロセスを分析して行きたいと考え

ております。この分析により日本における初期のＣ

ＳＲの難しさとそのあとの進展について改めて振

り返ることにより中国の現状を明確にできるので

はないかと考えてこのテーマを選びました。皆さん

もご存知のように日本と中国では社会的、経済的、

文化的違いがたくさんあり、ＣＳＲについてもそれ

ぞれ特殊な問題があります。しかし、ＣＳＲ進展の

妨害となるのは私の考え方では根本的な原因とな

るのは経営者の自己中心的な利益片従主義にあり、

この問題では両国だけではなく世界的な問題では

ないかと思います。この研究で日中のおけるＣＳＲ

発展プロセスや取り組み方を徹底的に分析するこ

とにより日本から得た経験でこれから中国におい

ての問題の解決方法を探し出すことを望んでおり

ます。少しでも中国を始めとする世界の国々の企業

に貢献できることを願っております。自分の研究は

まだまだ未熟なものですが、自分の分析と検証のプ

ロセスを見て少しでも中国の企業の参考になれば

自分の一番の目的と考えております。 

最後は私の今後の予定についてですが、３月に修

士課程を修了しますが、そのあとで、日本で就職す

ることになりました昨年の４月にコーワ㈱から内

定を頂きました。コーワ㈱はキャベジンとかバンテ

リンなどの薬品で有名な会社です。私はその商社部

門に入ります。商社部門では世界との貿易で色々な

商品を扱っています。特に中国で工場や事務所を持

っているので自分の活躍できる場ではないかと思

っています。可能であれば将来日本と中国もしくは

世界の架け橋になれるような仕事をやりたいと思

っております。これからはロータリーの皆様のすば

らしい人生を目標とし、私も将来皆様と同じような

人生を過ごしたいと考えております。皆様のおかげ

で奨学生になってから有意義な留学生生活を過ご

すことになり誠にありがとうございました。皆様か

ら学んだ奉仕の心と精神を身に付けられたことは

一生忘れられません。私も常にロータリーの国際奉

仕の意識を持って細かいところから世界に貢献し

たいといつも考えております。これから世界のどこ

へ行っても、どのような仕事をしても日本で米山奨

学会、そして千葉東ＲＣの皆様と出合った事、皆様

の奉仕の心とその精神をより多くの人に伝えて生

きたいと心からいつも考えております。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 
 

高 鴻杰 会員 

 

うれしい話です。高校生の息子が３つの大学の医

学部全てに合格しました。息子は医者になるのが目

標です。息子は私の仕事とは関係ないようです。私

は台湾出身で子供の教育は自由で自分でがんばら

せる方針です。私の日本語と先ほどの朱 建華さん

の日本語とは天と地の差があるようです(笑い)日

本に２０年以上いますが、商売のほうはがんばって

いますけど。日本語はなかなかうまくいかないです。



ですから今度の息子のことは非常にうれしいです。

医者は将来の安定のためにも親の立場としても一

番ありがたいです。今週千葉大医学部のテストがあ

ります。国立のほうが安いよ。私立は卒業まで３千

万～４千万円掛かります。会長から突然の卓話だっ

たですけど今日は息子のことばかりでした。 

武田 康 会員 

 

今高ＰＰのお話を伺いました。おめでとうござい

ます。私も子供が小学校１年生と幼稚園生です。こ

れからが大変ですが、親が子供の能力を見つけてあ

げて育ててあげたいと思っています。 

私の父は戦時中両国に住んでいまして空襲のＢ

－２９が墜落し、米兵が錦糸町の駅付近にさらし者

になっていたらしいのです。私の父は中学生だった

のですが、将来英語が役に立つときが必ず来ると思

い隠れて英語を勉強していたらしいのです。そこで

自分の英語が通用するかどうかその米兵にそっと

近づき喋りました。そこで「You from Texas?」と、

言ったそうです。そうすると米兵はにっこり笑った

そうです。すると、そこに立っていた憲兵が「貴様

スパイか」と殴る蹴るで憲兵隊に連れて行かれて半

殺しの目に合いましたが、子供だということで命

辛々返してもらったそうです。私も二人の子供を英

語に通わせ英語に慣れ親しむようにさせています

が、その他にパソコンを使った教育もあるそうです。

私は子供にはゲームはやらせたくないのですが、他

の子供との共通の話題のためＤＳを買いました。ゲ

ームに関しては今の子供は説明書も読まなくても

できるのですね。我々の時代に比べ進化？している

のではないかと思います。 

神田会長が入院していたことは知りませんでし

た。少し顔が小さく？なったような気がします。人

間健康が第一ですから。健康でなければ何もできま

せん。私は「康」という名前なので長男には「健」

という名前を付けました。二人合わせて「健康」と

なります。自分が病気になったとき初めて健康の有

難さが分かると思います。会長もこれを機会に「タ

バコ」をやめるといいと思います（やめていない）。 

私は歯医者ですが歯（口）はエネルギーの源であ

るので日ごろから大事にしましょう。歯の周りの筋

肉は大事な働きもしています。機会がありましたら

ゆっくりとこのような話をしたいと思います。 

 

加藤 会員 茂手木先生 東京マラソン出場おめ

でとうございます。 

高  会員 息子が医学部に合格しました。うれし

いです。 

佐藤 会員 先日結婚式に出席してきました。年齢

のせいか最近ご不幸の式典のほうが

多く久しぶりの華やかな結婚式でし

た。 

ホテルニューオータニさんのロビー

にお雛様が飾られていますが千葉の

有名な人形師が作成したものですの

でお帰りにご覧になってください。 

飯田 会員 朱 建華さん 立派な卓話をありが

とうございました。 

私は香港・マカオにコンテナの視察に

行ってきました。 
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