
                   

す。2017 年には財団創立 100 年を迎えます。

最後になりましたが皆様

もすでにご承知と思います

が、会員の内木滋郎Ｐ会長

が秋の叙勲で旭日双光章を

受章いたしました。ここで

クラブからお祝いをしたい

と思います。おめでとうございました。3 月末に祝賀

会が予定されておるようです。

ＲＩ

2010 年 1２月 ７日(火)第３０６回

■点 鐘  1２時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 卓話

       

今
週
の
例
会

■例会日 毎週火曜日

■例会場 ラフレさいたま ５階

■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）

     １８：３０（第４・５）

■事務局  さいたま市中央区下落合

          4-14-14-2F

2010 年 1２月１４日(火)第 30７回

■点 鐘  1２時 30 分

■例会場  ラフレさいたま

■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」

■プログラム主題 年次総会

次
週
の
例
会

平成２2 年 １１月１６日 第３０４回例会 ＮＯ.２３２ 発行

会長/片山 金次郎    幹事/中山 祐太郎    週報委員長/秋本 昌治

ク ラ ブ テ ー マ   「 初 志 忘 れ ず  新 た な 息 吹 を 」

ＲＩテーマ

■会長挨拶             片山 金次郎

■ゲスト紹介

■幹事報告             中山 祐太郎

■委員会報告

【本日の卓話者】

地区米山記念奨学部門

米山学友委員長

     木本 栄一 様

米山奨学生

盧 桂 川 様

●地区大会へのご出席ありがとうございまし

た。地区大会でのＲＩ会長ノミニーの田中作

次様のお話を配布いたします。ご一読下さい。

●昨日、会長幹事会が開催され出席いたしまし

た。

●第 3 グループ 野原ガバナー補佐

ＩＭ・合同新年会の内容がまとまりつつあり

ます。当クラブはホストクラブとなり、ＩＭ実

行委員長は内木Ｐ会長にお願いいたしました。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

皆様、こんにちは。

昨日から朝晩めっきり冷え込むようになり、早くも冬

型の気候になってきました。皆様も体調を崩さぬよう

お気を付け下さい。

本日は、地区米山記念奨学学友委員長の木本栄一様

がお見えです。平素は公私共お世話になっており感謝

申し上げます。また、卓話をいただく米山奨学生の盧

桂川様、ようこそいらっしゃいました。都合をつけて

いただきありがとうございます。

さて先週の 13 日（土）14（日）は、第 2770 地

区の地区大会が行われましたが、皆様には参加いただ

きありがとうございました。重田ＲＩ会長代理のお言

葉にもあったように越谷の文化を取り入れた味わい

のある立派な大会でした。田中作治ＰＧもＲＩ会長ノ

ミニーに決定されたようですし、第 2770 地区のレ

ベルの高さを改めて認識いたしました。

昨日は第 3 グループの会長幹事会が開かれ、地区

ロータリーの友代表委員の瀧田和雄様がお見えにな

り、友にはロータリーの記事が満載されていますので

是非興味を持って読んで下さい。「友はロータリーの

泉です」とお話がありました。1 月末の例会には我が

クラブも卓話を予定しております。11 月のロータリ

ーの友には、第 2770 地区北清治ＰＧの R 財団「未

来の夢計画」の記事が載っておりますので紹介しま



月日 会員総数 出席 欠席 出席率

11/16 1８ 1４ ４ 77.78％

■木本 栄一様（地区米山記念奨学学友委員長/大宮西ＲＣ）

  本日は卓話にお呼びいただきありがとうございま

した。

      ◆片山 金次郎会員

  本日は地区米山記念奨学学友委員長の木本様、いろ

いろ準備していただきありがとうございます。又、奨

学生の盧桂川さん、卓話楽しみにしております。よろ

しくお願いいたします。地区大会、皆様ご苦労様でし

た。

◇中山 祐太郎会員

  米山記念奨学学友委員長の木本様、米山奨学生 盧

桂川さん、卓話よろしくお願いいたします。旭日勲章

の記章を授与された内木様、おめでとうございます。

◆伊藤 操会員

  今日もよろしくお願いします。

◇井上 久雄会員

  木本米山記念奨学委員長様、米山奨学生 盧桂川さ

ん、お忙しい中ご来会下さいましてありがとうござい

ます。卓話楽しみにしております。当クラブ奨学生 チ

ャイウット・マユリーさん、地区大会の日から体調を

崩し出席できないことお詫びいたします。過日母の葬

儀に際しましてはご丁重なるご弔意を賜り誠にあり

がとうございました。

◆内木 滋郎会員

  国際ロータリー第２７７０地区 米山学友委員長様

にはようこそお越し下さいました。本日の例会よろし

くお願いいたします。去る１１月１２日、三田共用会

議所にて勲記・勲章をいただき皇居に参内し天皇陛下

の拝謁の栄に浴しました。皆様ありがとうございまし

た。旭日双光賞です。

◇清宮 義雄会員

  木本米山記念奨学学友委員長、本日はありがとうご

ざいます。また、奨学生のロ ケイセンさん、卓話楽

しみにさせていただきます。

◆小池 智修会員

  １１月２日、5 日と胃と腸の内視鏡検査でポリープ

切除しました。やはり一週間くらいは調子が悪かった

です。今日は米山の木本様が卓話に見えております。

よろしくお願いします。

◇田中 修会員

  木本米山奨学委員長様、本日はありがとうございま

す。ロ ケイセンさん、ありがとうございます。

◆寺沢 良治会員

  本日のお客様、地区米山奨学部門から木本栄一様、

米山奨学生 ロ ケイセン様ようこそお出で下さいま

した。卓話よろしくお願いいたします。

◇野原 哲夫会員

第３グループ補佐として公式訪問、地区大会が終了

したので次はＩＭです。ホストクラブの当クラブには

大変お世話になります。よろしくお願いします。地区

米山部門の木本様、米山奨学生 ロ ケイセン様、卓話

楽しみにしております。

◆三上 等会員

本日は、米山学友委員長 木本様、よろしくお願い

致します。

本日 11/ 16 31,000 円
〈追加計上〉

＊10/9 9,000 円 ＊10/30 33,000 円

累計  410,000 円

■スマイル報告

■出席報告

■卓 話

米山奨学生  盧  桂川 様

1.自己紹介

埼玉大学の文化科学研究科の修士 2 年生です。

専攻はﾏｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝいうことで、いろんなﾒﾃﾞｨｱ

を利用している人間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活動を研究して

おります。来年の 3月に卒業する予定です。

2.日本に来て留学する経緯

3.ロータリー米山記念奨学会との出会い

4.未来の夢というと

私は留学生と日本社会ないしは国際社会との

関係を真剣に考えています。留学生が担っている

社会的な役割は、言葉の翻訳・通訳だけではなく

て、国際経済や文化、さらに政治にも、架け橋に

もなりうるのです。私は、これまでずっと中国に

いる日系企業に勤めています。日本の企業文化か

ら深い影響を受けたと思います。しかし、中日ｽ

ﾀｯﾌの間に深いｷﾞｬｯﾌﾟがあるという事実も実感し

ました。それは、文化と考え方が違うからです。

ですから、私は日本で体験しているいろいろなこ

とを、これからの仕事に生かして、中国の社会文

化の融合と理解の進歩に、自分の力を尽くしたい

です。また、私の修士論文の研究は、国際的に流

通する情報のために有効な方法論を議論する予

定ですが、国際情報の伝達と社会情報の豊かさを

発展させることを、私のこれからの仕事の重点に

置きたいです。

5.自分の専攻について

私の研究ﾃｰﾏは、消費社会のｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝということです。ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは、広告業

界でﾒﾃﾞｨｱを横断して消費者を動かすためのｼﾅﾘｵ

を作って、消費者を誘導しながら、消費者が商品

に対する理解を深めるためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方式だと

言えます。消費者の生活時間と空間、そしてﾒﾃﾞ

ｨｱ利用現状と広告に対する態度変容などを観察

して、有効的にｺﾝﾀｸﾄﾎﾟｲﾝﾄを探求しながらｸﾛｽﾒﾃﾞ

ｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの社会的な合理性を論理的に論じて

みようと思っています。また、日本のﾌﾞﾗﾝﾄﾞが中

国市場での広告宣伝を考察して、異文化消費社会

の現状と発展を研究したいと思います。これは、

日本での学習のまとめとして、これからの仕事や

生活などに生かされるよう望んでいます。

＝ 卓話資料より抜粋させていただきました ＝


