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前回の例会 

 2021年 11月 12日（金)第 1933回 

卓 話 「 私の過去と現在と未来 」 

卓話者  米山奨学生 文
マン

 羨
シン

 様 

    （世話ｸﾗﾌﾞ：高石ＲＣ・香港） 

今週の歌  「それでこそロータリー 」 

      「たきび」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（１１月度） 

 池田茂雄会員（第３９回） 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2021年 11月 19日第 1933号 

 

2021年 11月 19日（金)第 1934回 

卓話者  大阪府立 泉陽高等学校  

      校長 武田 温代
ハ ル ヨ

 様 

紹介者   田口 隆 会員 

今週の歌  「四つのテスト」「堺北ＲＣの歌」 

      「雪山讃歌」 

お客様の紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：奥野圭作 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2021年 11月 26日（金)第 1935回 

卓 話 「 市電が走った昭和の大阪 」 

卓話者    米澤 邦明 会員 

本日の例会 

 

時間 

 

＜11月12日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30名 
出席会員            23名 
欠席会員               7名 

    ゲスト              3名 
    ビジター            0名 

今週の歌「 雪山讃歌 」 

雪よ岩よ われらが宿り 

おれたちゃ町には 住めないからに 

おれたちゃ町には 住めないからに 

 

テントの中でも 月見はできる 

雨が降ったら ぬれればいいさ 

雨が降ったら ぬれればいいさ 



- 2 - 

 

 

 

 

 

「 私の過去・現在と未来 」 

米山奨学生 文 羨 様 

（高石ＲＣ・香港） 

 

 

  私はマン シンと申しま

す。香港出身で、母国語は広

東語です。 

今年で 24 歳、趣味は手芸、

アニメ鑑賞、漫画を読むこ

とと音楽を聴くことです。

日本に来てから、私は「一生

懸命」という言葉を自分の座右の銘にしました。

好きなものは、くまのプーさんです。苦手なもの

は乗り物です。 

私の母は香港で銀行員の仕事をしています。私は

自分より 10 ヶ月年下の妹が一人います。妹は今

アパレル会社で販売の仕事をしています。私と妹

の性格が正反対で、子どもの頃はよく喧嘩しまし

たが、今はとても仲がいいです。 

高校卒業後、私は 3つ違う仕事をしました。それ

ぞれは、アパレル、果物、香港の伝統スイーツを

売る、販売の仕事でした。 

ところで、留学先が日本を選んだ理由はいくつか

あります。私は日本のアニメ、漫画と音楽が好き

というのが理由の一つです。他には、初めて日本

への旅行が非常に印象に残りました。日本は私の

想像より素敵な国だと実感しました。風景や和式

の建物はもちろん、空気まで香港と全く違って、

綺麗です。留学先なら、日本しかないと思いまし

た。 

私が留学する理由は、自分の学力を上げたいのと

私は人生が終わるまで、ずっと日本で暮らし続け

たいほど日本が好きです。日本への留学は私にと

ってこの目標を叶えるためのプロセスとも言え

ます。留学を機に、日本について様々な分野のこ

とを勉強できたら、もしくは、体験できればと思

います。 

２０１８年４月から、私は羽衣国際大学に入学し

ました。専攻はファションデザインです。講義で

学んだ知識を活かして、大学にいる時だけでなく、

休日も好きな服を作りました。今まで、特に印象

に残ったできごとは「第４回 KYOTO COLLECTION」

に参加したことに違いないです。学校から選ばれ

て、参加できたのは非常に貴重な経験を得たと思

います。 

学校で勉強する他に、地域交流イベントも参加し

ました。その地域交流イベントを通して、浴衣の

着方を学びました。羽衣国際大学からの参加者は

私一人しかいないですが、他の大学の留学生と話

しができて、面白かったです。 

大学２年の夏休みで初めてのアルバイトをしま

した。浜寺公園プールの監視員の仕事でした。私

は二人のベトナムクラスメイトと一緒にこのア

ルバイトに応募しました。三人とも採用されたの

で、夏休みの間でも友たちに会えることができて、

嬉しかったです。アルバイトの中で、日本人の皆

は優しく接してくれて、日本人の友たちがいっぱ

いできました。そこで、アルバイトの間、ハプニ

ングがありました。名付けて「真夏のプール盗撮

事件」、このようなことが実際に起こるなんて思

いもしませんでしたから、驚きました。この事件

を経て、特に女性はどこで何をしているとしても、

常に自分を守る意識を保つ必要があると感じま

した。 

また、羽衣国際大学に在学して 3年半で、私は幾

つかの資格を取得しましたが、中でも一番嬉しか

ったことは、日本語能力試験 N１を想像より高い

点数で合格した事です。先月行われた学内留学生

弁論大会で優秀賞に選ばれたことから、改めて頑

張った甲斐があったと思いました。卒業はまだ先

のことですが、私の大学生活にはもう悔いが残っ

ていません。 

一方、奨学生の一年間で学んだことを紹介します。

まずは、卓話を通して今までの人生を見返すこと

ができた上に、人前で発表することが苦手だった

ことも克服できました。そして、奨学生の行事は

コロナの影響で大分減りましたが、研修旅行は無

事に開催することができましたので、他の奨学生

と最高な思い出ができました。また、奨学生にな

り、自分の活動範囲と縁がどんどん広げることが

できています。しかし、同期の奨学生との交流が

少なかったことは非常に残念でした。 

卓  話 
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続いては、現在力が入れていることについてです。

今は大学で卒論に取り組んでいます。私の卒論の

テーマは「毛皮・本革について動物の必要ない犠

牲を防ぐために」です。皆様は毛皮や本革製品を

購入した経験があると思います。しかし、商品の

素材はどこ、あるいはどうやって来たのか知って

いますか？アパレルだけのために動物の犠牲は

望ましくないと思います。そのために、私たちが

日常で動物のためにできることを、今回の卒業論

文で提案しようと思います。 

最後はこれからの目標についてです。 

卒業後は日本で就職します。就職先は東証 JASDAQ

上場企業であり、リサイクル事業を行うかたわら

社会と環境に貢献する事業も進行している会社

です。いつか就職先の会社を通して動物の必要な

い犠牲というメッセージを発信し、社会に貢献で

きる新規事業を自ら会社へ提案して実行するこ

とを目指します。 

もちろん、ロータリーとのつながりを断つことな

く大事にし、学友会の活動も積極的に参加する予

定です。 

自分の可能性を見逃さない、新たな事物にもどん

どん挑戦していく、さらに成長して、将来は多く

の人に幸せを届ける人間になりたいです。 

例会にお招きいただきありがとうございました。

また機会がありましたら、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 今日は、遺産分割のお話です。

遺産が多くても少なくてももめ

るときはもめるし、もめないと

きはもめません。 

 遺言書がなければ、相続人全

員で、遺産をどのように分けるか話し合い、話し

合いがまとまれば遺産分割協議書を作成して、協

議内容に従って預金の払戻や不動産の名義変更

を進めていきます。 

 話し合いができないときは、仕方がないので、

遺産分割調停を申し立てます。相続人全員が当事

者になりますが、「自分は何もいらない、かかわり

たくない」という方は、一定の手続きを経て、遺

産分割から抜けることも可能です。 

遺産分割調停は、基本的にお話し合いですが、当

事者同士が顔を合わせて話をするのではなく、調

停委員に話を聞いてもらい、調停委員をはさんで

話し合いを行います。 

どうしても話し合いがまとまらないときは、「審

判」といって、裁判所が分け方を決める手続きに

移行します。 

 最近、遺産分割関係でご相談が多いのは、「見知

らぬ相続人」が混ざっているケースです。亡くな

った方が前の奥さんとの間に子どもがいるのを

後の奥さんや子どもに黙っていたり、前の奥さん

の連れ子と養子縁組をして離縁するのを忘れて

いたりすると、どこの誰だかわからない人と遺産

分割協議をしなければならなくなり、大変です。 

 

  

会長の時間 

時間 

 

文 羨さんは優秀な米山奨学生！ 

 文 羨さんは、日本語能力試験N１の他に、 

BJT ビジネス日本語能力テスト J1+ も取得

されています。日本語能力試験はよく耳にし

ますが、BJTビジネス日本語能力テスト（ 英

語: Business Japanese Proficiency Test 、略： 

BJT ）は、ビジネスの場における 日本語 の

コミュニケーション能力を、客観的に測定・評

価する試験の一つです。 日本語を母語としな

いビジネス関係者や学生を主な対象者とし

て、日本漢字能力検定協会の主催で実施され

ています。 

テスト結果は IRT（項目応答理論）に基づいた

統計処理により0～800点で採点され、J1+～

J5の6段階のレベルで評価されます。 

 

文 羨さんは、このBJTの最上位J1+（600～

800点）で、「どのようなビジネス場面でも日

本語による十分なコミュニケーション能カが

ある」という判定だそうです。ちなみに2019

年度の J1+合格率は 5.2％。文 羨さんがいか

に優秀かわかります。 
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（１）配布物 

 ・週報   

 ・2022-23年度 理事役員（選考案）・卓話資料 

 

 (２) 他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

＜堺ＲＣ＞ 

・12月 23日(木)→同日午後６時～ 

 忘年親睦家族会 

 於：ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

・12月 30日(木)→休会 

＜堺おおいずみＲＣ＞ 

・12月 8日(水)→12月 5日(日) 

 忘年例会家族親睦会 17：30～ 

 於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺                      

・12月 29日(水)→休会 

＜堺泉ヶ丘ＲＣ＞ 

・12月 21日(火)→12月 18日(土) 

 『創立３５周年記念式典・祝賀会』 

  於：ホテルロイヤルクラシック大阪 

・12月 28日(火)→休会 

＜堺清陵ＲＣ＞ 

・12月 16日(木)→休会 

・12月 23日(木)→同日 午後６時～ 

 忘年親睦家族会 

 於：南海グリル東店 ３階「宴の間」 

＜堺中ＲＣ＞ 

・12月 22日(水)→12月 25日(土) 

 クリスマス家族例会 

 於：アンジェリカ・ノートルダム  

 

(３) 第９０回互輪会開催について（ホスト） 

 2019-2020 年度よりコロナの影響を受け、延期

しておりました第 90 回互輪会を、下記の日程で

準備を進めてまいりたいと思います。 

ホストクラブとなっておりますので、どうぞご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

  日程：２０２２年４月１２日（火） 

  場所：天野山カントリークラブ 

＊案内、詳細は年が明けてからとなります。 

 

 

  

 

 （50音順） 

池永隆昭会員 罰金です。チーム 105の下限を 

       100に変更します。 

塩見 守会員 マン シン様、本日の卓話よろし 

       くお願いします。 

嶽盛和三会員 米山奨学生の方々ようこそおい 

       で下さいました。本日、文 羨さん 

       卓話楽しみにしております。 

中川 澄会員 マン シンさん、ようこそ。 

       卓話よろしくお願いします。 

中田 学会員 文 羨さん、本日の卓話たのしみ 

       です。 

綿谷伸一会員 米山奨学生 文 羨さん、卓話よろ 

       しくお願いします。 

 合計２１，０００円 

◆米山記念奨学会特別寄付 

 嶽盛和三会員・濵口正義会員・米澤邦明会員 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ報告 

時間 

 

幹事報告 

時間 

 

例 会 風 景 

米山奨学生 グエン ティ ホアン オアンさん 

11月度米山奨学金 授与 

文さんの卓話の日、米山奨学生が集まってくれました 

左より 昨年度奨学生 陳さん(香港)、文さん(香港)、 

米澤米山奨学委員長、現奨学生 オアンさん(ﾍﾞﾄﾅﾑ) 


