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今週のプログラム
次週のプログラム
（２０１６年１１月１７日

第８６０回例会）

卓話「三邦ＨＤフィロソフィー」

（２０１６年１１月２４日 第８６１回例会）
ファイヤーサイドミーティング
「会員増強について」

担当 山本 雅之 会員

担当 黒川 彰夫会長

第８５９回例会 （２０１６年１１月１０日）の記録
＜会長の時間＞

黒川 彰夫会長

今週は、千里メイプルロータリークラブ伝統の「留学生との交流会」です。留学生の皆様、心から歓
迎いたします。僅かな時間ですが楽しんで下さい。そして、我々との交流を深めて下さい。
さて、本日ご参加下さったのは関西大学の留学生の皆様で、韓国からの 2 人、台湾からの 2 人、ベ
トナムとアメリカからのそれぞれ 1 人の留学生、そして、私たちのクラブの米山奨学生で阪大院生で
ある韓国からの鄭さんの計７名の方々と引率の山本英一教授、国際部の白井様、村田様です。
さて、独立行政法人の日本学生支援機構(Japan Student Services Organization :JASSO)と云うのが
ありまして、それによりますと 2015 年 5 月 1 日現在の留学生数は 208,379 人(前年比 13.2%増)だった
そうです。これは高等教育機関及び日本語教育機関における総数を留学生数として統計を取っている
ようです。その内訳は、90％以上がアジアからの留学生となっています。国別では、やはり中国が 1
位で圧倒的に多く 45.2％を占めています。ただし、前年度は 51.3％でしたので減少しているのです。
一方、最近、留学生が急激に増加しているのはベトナムで 18.4％を占めており 2 位でした。3 位はネ
パールの 7.8％で、前年度 3 位の韓国からの留学生 7.3%(4 位)を追い抜きました。5 位は台湾で、続い
てインドネシア、タイ、ミャンマー、ＵＳＡで増加傾向にあります。
私も大学で教鞭をとっていたころ海外に留学したかったのですが、諸事情で行けなかったので皆さ
んが羨ましいです。留学で学んだこと感じたことは将来にきっと役立つものと思います。
統計で、留学生の多い地方は１位が東京であり全体の 39.1％を占めています。２位は大阪ですが極
端に少なく 7.3％でした。3 位は福岡で、最も少ない県は鳥取でした。大学別では 1 位が早稲田大学で
4,603 人、2 位が東大、関西では 6 位に阪大、8 位に京大、11 位に立命館、15 位に同志社がありまし
た。関西大学は 2014 年の統計では 27 位でした。皆さんは、大阪の大学で東京にはない独特の文化に
触れているものと思います。今日は短い時間の「交流会」ですが、本日の宴を楽しんで頂き、留学生
の諸君の思い出の 1 ページとして頂ければ幸いです。

＜お客様＞

関西大学

外国語学部

山本 英一教授、関西大学

村田 安紀子様、関西大学 国際部 留学生

国際部

国際教育グループ白井 智子様、

ベトナムからファン ティ ホン様、アメリカからフロンク

ラッ

セル様、台湾から魏 子傑（ギ シケツ）様、鄭 芝媁（テイ シエイ）様、韓国から朴 炳宣（パク ビョンソン）
様、禹 梨奈（ウ リナ）様、米山奨学生

＜出席報告＞

鄭 珉賛（ジョン ミンチャン）様

松田 親男出席担当

＜ロータリーソング＞

会員数（内出席免除会員 3 名）

22 名

♪君が代♪

本日の出席者数（内免除会員 1 名）

16 名

♪ふるさと♪

本日の出席率

80.00％

＜ピアノ演奏＞

10 月 20 日の修正出席率

80.95%

1

Over The Rainbow

10 月 27 日の修正出席率

80.95%

2

You Raise Me Up

10 月のホームクラブ出席率

76.74%

3

世界に一つだけの花

10 月の平均出席率

77.91%

4 ロンドンデリーの歌

＜幹事報告＞

全会員

近藤美里さん

木下 健治幹事

１ JVC 国際協力コンサートの案内が参りましたので、回覧致します。お申し込みは会員様個人でお願い
致します。
（クラブで取り纏めは致しません）
２ 本日例会終了後、おしどりの間にて理事会を開催致します。理事・役員の皆様はご出席ください。

＜留学生との交流会＞
本日は、関西大学

藤田国際交流・青少年委員長

国際部から６名の留学生の方々がお見えになっております。残念ながら１名台湾からの支 元辰

（シ ゲンシン）様が風邪の為声が出なくなり欠席になりましたが、メールにてお詫びのご連絡も頂きました。ご報告
いたします。それでは、米山奨学生の鄭君と共に７名の方に今からくじを引いて頂き、１番の方からスピーチを
お願いします。
＜留学生のスピーチ＞
① 鄭

芝媁（テイ

クジ引きの結果、発表順に本人が要約した文面を掲載します。

シエイ）

日本と中国の生活面や食生活の違いについて。異なる文化を持つ両国の魅力。
② フロンク

ラッセル

なぜ、アメリカと日本の秋の違いに早く気づかなかったか。日本での四季に対する特別な感情。
③ 鄭

珉贊（ジョン

ミンチャン）

４月からの８ヵ月間の体験を大切に今後も地道な活動を心がけて日本人との良い関係を築く。
④ 禹

梨奈（ウ

リナ）

思いやりの国日本と人情深き韓国について。～チェンギョジュヌン（챙겨주는）～
⑤ 魏

子傑（ギ

シケツ）

日本と台湾のデパートなどの店舗の閉店時間の違い。夜遅くまで買い物ができる台湾。
⑥ ファン

ティ

ホン

初めての日本のトイレは驚きの連続。関西と関東で異なるトイレットペーパーや標識。
⑦ 朴

炳宣（パク

ビョンソン）

アルバイトを通して見た、日本流の気遣い。韓国と日本の気遣いの概念の違い。

＜総括のご感想＞関西大学 国際部

外国語学部教授

山本

英一様

黒川会長より「御礼のことば」と「粗品贈呈」の後、閉会点鐘により例会を終了しました。
＊最後に全員で記念写真の撮影を行いました。

<ＳＡＡ報告>

木下 吉宏副SAA

＊スマイルボックス
黒川会長
藤田会員
西本会員
柳原会員
コメント無し

留学生の皆様ようこそ！！
関西大学外国語学部 山本教授様 本日、よろしくお願いします。
留学生を友人として
トランプさんおめでとう！
山下会員

＊ロータリー財団
黒川会長
藤田会員
木下健治会員
水本会員
山田会員
柳原会員
松田会員
コメント無し

関西大学のみな様、ようこそ！！
関西大学国際部 村田様 白井様 お世話になります。
昨日今日と渡邊会員と一緒に出雲大社の神在祭に行ってきました。
留学生の皆様ようこそ！！
留学生の皆様ようこそ。
株価は、今年最高の上げだそうです。トランプがんばれ！
今月は財団月間！！
相原会員 渡邊会員 山下会員

＊米山記念奨学会
黒川会長
藤田会員
木下健治会員
小山会員
山本友亮会員
柳原会員
コメント無し

ジョン ミンチャン君ようこそ！！
ジョン君ようこそ、本日もスピーチよろしくお願いします。
留学生の皆さん、ようこそ！！
留学生の皆様ようこそ。
留学生の皆さま、ようこそいらっしゃいませ。
税ム調査忙しいです。
相原会員 西本会員 渡邊会員 山下会員

＊ラオス基金
黒川会長
藤田会員
コメント無し

ラオス 計画は如何？
会員の皆様１２月２２日は、クリスマス例会です。お客様歓迎です,宜しくお願いします。
西本会員 山本友亮会員 山下会員

＊メイプル基金
黒川会長
藤田会員
水島会員
山田会員
コメント無し

山本先生、白井様、村田様 ようこそ！！
関西大学 国際部の皆様 本日はありがとうございます。
藤田委員長、ご苦労様です。
アメリカンインデアンＳＨＯＷ（ショー）をします。通訳は本日の留学生ラッセル君です。
ＳＨＯＷのフライヤー右下に彼の名前があります。
西本会員 山下会員

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞
今年も関西大学の留学生の皆さんと米山奨学生

鄭さん７名の皆様をお招きして会員と愉しい交

流が出来ました。いつも感謝しているのは、関西大学

国際部の皆様です。今回も白井様

村田

様のご協力により充実した交流会が開催できました。特に素晴らしいのは、留学生の人選だと思
います。日頃から留学生の方々との親密な関係が、容易に想像できます。会報には、スピーチの
スペースが十分に確保出来ませんので、別紙に御本人が要約した文面をまとめましたので、ご参
考にして下さい。集合写真も愉しいポーズで映っています、留学生の皆様またお会いしたいです
ね！

（文責 藤田）

