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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの綱領 ＊＊＊

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

1. 奉仕の機会として知り合いを広めること。
2. 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あら
ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を深
めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に
奉仕するためにその業務を品位あらしめること。
3.
ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活および
http://www.shin-osakarc.jp
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職務に携わる人の
世界的親交によって国際間の理解と親善の平和を推進
すること。

http://www.shin-osakarc.jp

第 1298 例会報告 （10 月 10 日）

＜本日のプログラム＞
第 1299 例会／2012 年 10 月 17 日
本日の挨拶
「 ニーハオ 你好」 （中国語）
標

語
「Peace Through Service」
「奉仕を通じて平和を」

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」
ロータリーソング ｢週に一度の｣
週に１度の 例会に
友情の肩 たたき合い
親しき中に 厳しさを
学びて嬉し ロータリー
おゝ ロータリー
おゝ ロータリー

■司会進行

SAA 高窪会員

■ロータリー・ソング

SAA 吉田会員

■来賓紹介

SAA 吉田会員

大阪中之島 RC
大阪中之島 RC
会 友
会 友
米山奨学生
■出席者報告
第 1298 例会

福田 忠博
西田 末彦
宮崎 信夫
辻本 嘉助
李 政

SAA 高窪 会員
2012 年 10 月 10 日

会員数 34 名
出席数 24 名

出席率 85.30％
欠席数 5 名

出席免除会員欠席数 5 名

卓

話
第５回クラブフォーラム
国際奉仕委員会
安井 一男 委員長

「奉仕を通じて平和を」

第 1297 回例会（10/3）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 88.24%
9/27 吉田会員
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力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう
■会長の時間

会長

片岡 重裕
2012.10.10

■東日本大震災義援金報告

１０月 １０日 ５，０００円

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
飯原会員、遠藤会員、谷口会員、中川会員、
久富会員、山本（恵）会員
本日の合計
今年度累計

米

山

8,000 円
74,000 円

ボ

ッ

ク

ス

飯原会員、遠藤会員、谷口会員、中川会員、
久富会員、山本（恵）会員
本日の合計
6,000 円
10 月 8 日に発表された山中伸弥教授のノーベル賞受賞に
今年度累計
77,000
円
ついては皆さんよくご存知だと思います。各メディアに教授
の友人、恩師、研究者が引っ張りだこで、東大阪での生い
立ち、教育大付属時代、柔道部の話、同級生で皮膚科医
ニ コ ニ コ 箱
報
告
者である奥様や、医学生である二人のお嬢さん、京都府
久富 会員
特別栄誉賞が送られたことなど大変な時の人です。今年 ■SAA
の京都マラソンに出もままならない環境なのに 4 時間で走
られたことなど多彩な方だと思いますが、インタビューを聞
大阪中之島ＲＣ 福田様、西田様
いていて感じ入ったことは、「日本、日の丸の支援がなけ
新大阪ロータリークラブの皆様、１２
れば、こんなに素晴らしい賞を受賞できなかった。まさに日
月の地区大会には、ぜひお越しくだ
本が受賞した賞。感想は一言で『感謝』という言葉しかない。
さい。
８０歳を超えた母に報告でき本当に良かった。医学におい
谷口会員 １０月１０日。テン・トー（転倒）防止の
て、非常に大きな可能性があるが、まだ薬の開発に役立っ
日だそうです。足もとに注意しましょ
たというところにきていない。さらに研究を続けて１日も早く
う。
本当の意味での社会貢献を実現させなければならない。」
久富会員 妻の誕生日の美しいお花をありがとう
この中で、なかなか研究資金もままならない日本の環境の
ございました。
中で「日本、日の丸の支援」と言い切られているところと、
社会貢献の実現すなわち仕事を通じて社会に貢献するロ
ータリーで言えば職業奉仕につながる部分です。ノーベ
幹事
松本 正
ル賞受賞の瞬間をテレビで見ていた私共夫婦の会話です ■幹事報告
が、12 月 8 日に地区大会があり山中教授の「iPS 細胞研究
の進展」という講演が行われる、という話を家内にすると、 ・本日は中之島ＲＣ 福田様、西田様、地区大会のＰＲの
ためにお越しいただきましてありがとうございます。
忙しくてなくなるのと違う、と言われてしまいました。まだわ
かりませんが、ノーベル賞の授賞式は 12 月 10 日ですから
・地区大会出欠表を数回回覧しておりますが、個別の申込
どうなるのでしょうか？
また、今月もさまざまな活動があります。10 月 13 日は引 書を本日メールボックスへ配布しております。本会議に
ったくり防止キャンペーン、10 月 18 日はオクトーバーフェ は現在２０名の出席をきいております。個別申込書を再
ストもあります｡19，20，21 日は健康家族の会｢秋彩 乗鞍 度ご確認いただきまして、第１日目の出席登録もお願い
岳｣。24 日は大阪コロナホテルで夜例会公開卓話がありま 致します。記入していただき、事務局までご提出下さい。
す。時間は 19 時となっていますが、準備の都合で早い目
・２０１２年３月１０日に行われました、第６組インターシティミ
に来てください。多数ご参加をよろしくお願いします。
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ーティングの記録ディスクが大阪－淀川ＲＣより届きまし
た。皆様のメールボックスへ入れておきました。

家に帰って昼ごはんを食べるけど、三年生になってから皆
昼ご飯は半分ぐらい学校でお弁当を買っていました。
この時期、高三の学生は本当に毎日勉強、食事、寝る生
・本日例会終了後、歴代会長会を談話室にて行いますの 活です。クラス内部でも、全学校でも競争が非常に激しい
で、歴代会長の皆様はお忙しい中恐縮ですがお時間を です。土日以外に 7：00 ぐらい学校に到着し、朝の自習時
頂きますようお願い致します。
間が始まります。一日の授業は夜 7 時ぐらいまで終わり、そ
の後は家に帰らずに、皆教室で夜 9 時までの自習時間で
・先週１０月３日の定例理事会議事録をメールボックスへ配
す。高三の学生なら、テスクはこのぐらい高い試験問題を
布しておきました。ご確認下さい。
置いているのは普通です。
勉強する科目としては、共通する科目は国語、数学（代数
と幾何学）（ちなみな、高一からずっとクラスの幾何科目の
卓 話
代表でした、成績も自分はプライドが高いので、ずっとこの
科目は１位でした。）、英語三つの科目です、そして、文系
の場合は政治学、歴史、地理。理系は物理と化学、生物
「中国の高校生と大学生の日常生活」
学となります。
米山奨学生 李 政 君
あまりにも学業の競争が激しすぎるため、ここには、ひとつ
の統計データを皆さんに話したいと思います。中国では総
人口約 13 億人のうちの約 8 億人がメガネ人口ともいわれ、
全国民の半分以上にのぼっている。中国新聞社の発表に
よると中国の学生の近視率は年々上昇傾向が強いというこ
とで、現在近視率は 50%-60%に達し、眼鏡をかけている学
生数は世界一となっている。メガネを必要とする大学生は
全体の 70%を超えており、進学競争の過熱化が一因とされ
る。（これから、日本の自動車と電気製品だけではなく、日
本のメガネ企業は大きいチャンスがあると思います）。ちな
みに、先進国の中で日本は一位になりました。（近視有病
率は小学生で 25％、中学生で 50％、高校生で 60％と、先
進国の中でも日本は世界一の近視大国ともいわれていま
す。）
「教育」は、国の将来に関わる国の事業だと思っています。 好きなスポーツ：バスケットボールとサッカー95％以上占め
近年、中国政府も「人口大国」を「人材強国」に変える方針 ている、残念ながら、中国の高校生と大学生は野球しませ
ん、プロ野球の試合も見ません。
を決定しました。
1.中国の高校生活（中国では「高中」という。中国語の「高 2. 大学について
校」は大学の意味になる）
中国では、一般的に、総合大学を「大学」といい、専門性
１年生、新しい学校の環境を慣れたり、友達を作ったりし が強い大学を「学院」（たとえば、医学院、外国語学院な
ます。勉強しながら遊びますね。比率で言えば、。（勉強 ど）という。大学院のことを、「研究生院」という。
中国で実施されている入試システムがあります。全国普
40％、遊び 60％）
2 年生、ここから勉強のスイッチを ON の状態しないとい 通高等学校招生入学考試 [全國普通髙等學校招生入學
けないね。なぜというのは、重点クラスに入れるように、だ 考試]（ぜんこくつうこうとうがっこうしょうせいにゅうがくこう
んだん学業に集中する段階です。比率で言えば（勉強 し）は、通称「高考」。
中国の大学は欧米と同じく 9 月入学のため、毎年 6 月から
80％、遊び 20％）
高三に入って、文系と理系に分けられます。重点大学に 7 月に試験が行われる。これはインターネットの話ですけど、
進学できるように学業に専念する段階です。（勉強 99％、 実はこの統一試験は毎年の 7 月 7,8,9 日三日で行われて
遊び 1％本当に昼休みの時間ぐらい遊んでいる）。私自身 いましたが（ちなみに、この三日は黒色７，８，９を言われて
もそうだったですけど、高三時代はほぼ夜 2 時ぐらいまで います）
勉強しました、朝は 6 時に起きます。夏はいいけど、冬の 7 月は夏の頃ですから、南方の気温がすごく高くて、学生
時、夜明け（よあけ）が遅いので、毎日外はまた真っ黒な状 の試験に影響を与えるので、2003 年から試験の時間は全
態で、ぎりぎり道が見えるぐらいで自転車に乗って学校へ 国一ヶ月間前になり、6 月の 7,8,9 になりました。
行ってきました。一年生と二年生は皆まだ昼休みの時間で 日本と違い、大学や専攻ごとの試験は原則行われず、こ
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の高考の試験結果のみで合否が判断される。そのため、
高考の社会的注目度や受験生のプレッシャー、親の力の
入れ様は凄まじいものがある。
試験期間中、親は受験生を送迎するのが通例となってお
り、会場となる高校は親をはじめ多くの人でごった返す。会
場周辺は交通整理され、一般人は交通機関の利用を自
粛する雰囲気もある。テレビでも、受験前の願掛けをする
親や、試験後の受験生のインタビューなどをこぞって取り
上げる。
志望校や専攻は、自由に選択し申し込むことができる。し
かし、高考の試験結果のみで合否が決まるため、受験生
は慎重に志望校を選択しなければならない。過去数年分
の合格最低点を確認し、模擬試験の結果と照らし合わせ
て申し込む大学を決めていく。
重点大学（政府が指定した優良大学、一般的に倍率も高
い）2 校と非重点大学 2 校、その他の専門学校と、出願校
数に限りがある。そのため、自分の学力にあった志望校選
択が重要となってくる。日本と同じく、インターネットで各校
の合格点を発表したり、どこに出願すべきかをアドバイス
する受験産業も盛んである。
ウィキペディアの情報によると、
試験の難易度は世界一とも言われるのは、人口の多さに
よる激しい競争の産物だと思われる。試験のため勤勉し、
テスト能力を極限まで上げるのは普通であり、そのため難
易度の上昇は必然と言えよう。
難易度は大体前年度の試験とその結果を基準に基づい
て確定される。前年が難しすぎと評判なら、今年は少し難
易度を下げるというシステムである。昔と同じ問題を出さな
いという掟があり、問題の作成も密室の中で行われ、作成
が終わるまで外界との連絡は一切とれない。
大学の生活は登校から始まります。中国で大学生になっ
てからある程度一人生活することになります。なぜある程度
って言っているが、やはり経済的に独立していないからで
す。
荷物がいっぱいありますので、大体両親と親戚は学校まで
送ってくれる。もちろん一人で来る学生もいます。学校に
着いたら、まずは名前を登録し、寮の鍵をもらいます。中
国大学の寮は大体 4 人～8 人まで、同じ部屋で生活する。
話を聞いてめんどくさい、不便な生活だと思っているかもし
れませんが、実は非常に面白いです。高校卒業してすぐ
日本に留学しにきた留学生はいっぱいいますが、中国の
大学生活を経験しなかった、ちょっと残念だと思います。
私自身も大学時代に 5 人の寮に入りました。昼は各自の学
部の授業をうけて、同じクラスの人とご飯を食べたり、遊ん
だりします。電気を切られる前に皆パソコンを持っているか
ら、ソシャルメディアで友達と話したり、繋がって一緒にネッ
トゲームをしたり、あるときに寮と寮の 10 人以上のパソコン
をつなぎ、作戦ゲームをしたりしました。日本製のゲームも
すごくヒットしました。すごく楽しかったです。寮は一階ずつ
テレビ一台がありますので、例えばチャンピオンシリーズの
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試合がある時、たくさんの学生はその一つの部屋で試合を
観る。その後は、夜はほぼ雑談で夜 2 時ぐらいしました。
（どの女の子がかわいいとか、先生の悪口をしたり、各学
部の面白いこととか、何で中国のサッカーはアカン等、誰
かソニーの walkman を買ったとか。。）
授業について
日本や欧米の大学に比べて、中国の大学は、専門性が
強い。カリキュラムは、専門と直
接関連のものを選択する。日本でいう一般教養のようなカ
リキュラムは少ない。例えば、
コンピューター専門であれば、数学とコンピューターを中
心のカリキュラムを 4 年間続け、
日本語であれば、4 年間毎日日本語中心の授業が続く。
その結果、専門には強いが、汎用性
および知識分野の多様性・広さには弱点がある。例えば、
英語専攻の学生は、日本の英語
専攻学生よりレベルが相当高い。ただし、卒業後、英語を
営業などに生かす場合は、日本
の学生に比べると受容性が低い。経済・商業などはカリキ
ュラムにないからである。
日本の大学と違って、中国の大学の授業は、各学部によ
って限定されている。日本の大学は学生自ら興味を持っ
ている授業を選べます。中国の場合は、例えば私は情報
学部でしたが、授業はほぼ C 言語、JAVA、高等数学など
を勉強しました。会計の授業には絶対無いです。
キャンパス内
一番違うところは、私は日本の大学で 5 年間留学してきま
したが、キャンパス内で恋人二人手を繋ぎながら歩いてる
恋人一回でもみたことがない。これは中国のすべての大学
キャンパス内には絶対見えます。また、中国の国土面積が
広いですから、大学のキャンパスの面積は非常に大きい、
学生の人数も多い。うちの大学は約 30000 人学生がいま
す。食堂四階建ての建物は二つがあります。いろいろな料
理を食べられます。また、キャンパス内は ATM、郵便局、
風呂や、スーパーマーケット全部そろっています。
もう一つの違うところは、中国の大学生はアルバイトしな
いです、しないと言うより、そういうアルバイトの環境がない
と思います。生活費と授業料はすべて両親が支払います。
日本の大学でいろいろな資格（簿記、販売士など）があり
ますか、中国の大学は大体英語とパソコンの資格しかあり
ません。
最後

委

員

会

報

告

現在は、両国の国民、互いの実情が知らないです。旅行
とか、マスコミとかとして主な手段となっています。あまり時
間が短くて、あまり役に立たないと思います。やはり将来を
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担う若者達互いの国に留学させ、最近日本のマスコミと経
済のアナリストは中国への事業展開はリスクが高すぎると
言っていますが、やはり日本にとっても、中国にとっても、
互いになくなれないビジネスパートナーとして存在している
と思います。日本の有力企業はこれから中国への進出に
伴って、日本の大学生もますます中国の大学に短期留学
することも多くなると思います。本当に互いの国で生活して、
普通の国民とコミュニケーションしながら互いのことを理解
することができると思います。

１０月２０日が誕生日の李政君に会長よりプレゼントが贈られました。

本日のビジター

ひったくり防止キャンペーン報告
久富 義郎 社会奉仕委員長

１０月１３日（土）午後３時過ぎより、恒例の「ひったくり防
止キャンペーン」を上新庄の「関西スーパー瑞光店」駐輪
場にて行いました。今回も東淀川警察署との共催で、門岡
眞司署長を筆頭に多数の警察官も参加し、新大阪ＲＣのメ
ンバー、地域ボランティアの女性１０名と共に自転車前か
ご防犯カバーを買い物客の自転車に取り付け、ひったくり
被害の防止、又自転車事故防止の呼びかけをしました。
カバーの取り付けについては、年配の女性が特に喜ん
でくれ「ありがとう！」の言葉を多数頂きました。若い人から
は、恰好が悪いという理由から「いらない」という返事が返
ってくることもありましたが、防犯意識の向上を目指し今後
も継続して活動していきたいと思います。
カバー６００枚余りを配布した後、上新庄駅前の「和み」
にてこれまた恒例の打ち上げを行い、盛り上がりの内に無
事終了しました。
新大阪ＲＣの会員、ご家族の皆様、ご協力ありがとうござ
いました。
当日参加者：片岡会長夫妻、松本幹事、生尾会員夫妻、
遠藤会員、大石会員夫妻、北野会員夫妻、田中会員、村
木会員、吉田会員夫妻、事務局富田さん、久富以上１６名

大阪中之島ＲＣより福田忠博様、西田末彦様が地区大会ＰＲの為
来会されました。

「奉仕を通じて平和を」
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新大阪ロータリークラブ

本日のメニュー

次週のプログラム

牛肉しゃぶしゃぶに揚げ秋野菜のサラダ
法連草入り 芋のスープ
＊．法連草を裏ごししたものを芋のクリームスープに浮かべて召し上
がるもの。

鱸のグリルに手長海老（スカンピー）のビスクソース
〈旨味Ｍｅｍｏ）
ビスク・・・甲殻類の頭及び殻をつぶしてクリームソースと一緒に煮込
んだもの。本来スープとして親しまれています。

フランスパンとロールパン
珈琲

第 1300 回記念例会／2012 年 10 月 24 日
於 大阪コロナホテル １９：００～
◆挨

拶
「ニーハオ 你好 」 （中国語）

◆ロータリーソング

「週に一度の」

◆卓 話
公開卓話
「どんな会社も儲かる」
石黒 敏央 様
卓話時間１９：３０～２０：３０まで

次週１０月２４日(水)の例会は
夜１９時より大阪コロナホテル
にて行われます。例会終了は
２０時３０分、終了後は新会員

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

候補者との懇談会に全会員ご
出席をお願い致します。

予定表

月

日

１０

１１

曜日

予定

時間他

１７

水

第１２９９回 例会 第５回クラブフォーラム 国際奉仕委員会

１８

木

オクトーバーフェスト 於スーパードライ梅田 １８：３０～

２４

水

第１３００回 例会 【夜例会】 於大阪コロナホテル 公開卓話
「どんな会社も儲かる」 石黒 敏央 様

例会：１９時～２０時３０分 例会終
了後新会員候補者との懇談会

３１

水

例会休会

12：00～12：30ＭＵ受付あり

７

水

第１３０１回 例会 「ブータンのお話」 山本 恵眞 会員

１３：３０～ 定例理事会

１３：３０～ 絵画クラブレッスン

イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・Miho´s house 他 ☆
素材通り☆他

「奉仕を通じて平和を」

他（C）ikoi・他
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－6－風と樹と空とフリー素材
http://kaze-sora.com/他
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他
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