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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日は中国からのお客様をお迎えしていま

す。 

米山奨学生の胡 志武様と胡様の教え子で上

海の海事大学 4 年生の馮(ファン) 海畴(ハイ

チェ)君です。 

馮君は将来、日本への留学を希望されている

そうです。そして会員の奥様３名もお見えです。 

 竹原 満登里様、草野 満里様、大西 奈津子

様です。どうかごゆっくりおくつろぎ下さい。 

胡様は当クラブが世話クラブとなり、2002

年 5月から 2003年 9月まで米山奨学生として

お世話をさせていただきました。特にカウンセ

ラーの竹原会員とは今でもメールの交換など

で交流を続けておられるとのことです。 

神戸商船大学での研究テーマは「操船困難性

を考慮した航路設計のあり方」でした。港の安

全性と効率性に関する研究です。帰国後は上海

の海事大学に復帰されて、現在は教授をされて 

います。上海の港湾関係の重要な役割りを担ってい

ると思います。 

このように日本での留学経験を生かして母国で

活躍されていることは、我々ロータリークラブの会

員にとっても大きな誇りです。 

本日は卓話でその活躍ぶりを聞かせていただけ

るものと楽しみにしていますので、よろしくお願い

致します。 

 

 

 

卓話   

「ロータリーとの絆、私のかけがえのない財産」 

2002年度米山奨学生 上海海事大学  

教授・博士 胡志武 

 

皆様、今晩は！ 

ただいまご紹介に預かりました胡志武でございま

す。 

今日は、里帰りするような気分です。 

2002年４月から 2003年 9月まで元神戸商船大学大

学院在学中米山奨学生となり、宝塚中 RC に大変お

世話になりました。私の勘違いでなければ、私が宝
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塚中 RC米山奨学生二号だったと思います。 

この場をお借りして、皆様に厚くお礼を申し上げ

たいです。本当にありがとうございました。 

光陰矢の如し。その時から 13 年があっという間

に過ぎました。2008 年 4 月 5 日宝塚中 RC 創立 15

周年記念例会に出席させていただいてからも 8 年

が経ちました。 

昨夜は那須会長をはじめ、善記お父さん、坂上様、

阪上様、古川様、細川様、草野様、槙野様、前田様

がお忙しい中お時間を割いて歓迎会をしていただ

きました。 

今日もまた例会に出られて、皆様と再会できて、

昔のことを思い出しながらお話をするなんて、本当

に夢を見ているような思いです。 

私が中国に帰った後に入会された方もおられま

すので、もう少し自己紹介をさせていただきます。 

私は 1971年生まれ、ちょうど満 45歳、故郷は中

国内陸の湖南省の辺鄙な田舎です。幼少から厳しく

育てられました。小学校しか出ていない両親は、学

問こそが貧しさから人を救ってくれると心から信

じて、不毛な土地に向きあって辛い労働に耐えなが

ら、私達兄弟二人とも大学まで進学させてくれまし

た。 

私達兄弟も親の仕事を手伝いながら、勉学に励み

ました。中学校や高校の時、厳しすぎる父親に反抗

したこともありましたが、振り返って見ると、親は

厳しくて当然、むしろ厳しい親に感謝しなければな

りません。事実、周りに、学費が払えない、農作業

の働き手が足りないといった理由で親から進学を

諦めてくれと言われて行きたい中学校にも進めな

かった子、または、学力が低下することで自暴自棄

になった子も大勢いました。 

もちろん、親の愛情も実感していました。私は今

でも、夜明け前に家を出て、20 キロ余りの山道を

歩いて町の高等学校で勉強している私に卵を届け

る父親の姿をはっきりと覚えています。 

大学は故郷から東へ 1300 キロ離れた上海の海事

大学、専門は航海でした。 

1993 年、大学卒業した後、母校上海海事大学船

舶安全研究室の助手、講師などを務めました。その

後、ある国際会議で、当時神戸商船大学の井上欣三

教授と出会う機会がありました。 

それが縁となり、井上先生のご支援を得て、1999

年6月6日に私費留学生として日本に来ることがで

きました。 

神戸商船大学では、「操船困難性を考慮した航路

設計・船舶航行管理のあり方」をテーマに研究して

いました。 

2003年 9月に、博士号を取得し、帰国しました。

上海海事大学に戻って、商船学部航海学科長、大学

教育品質管理課長、学長室次長、船員訓練センター

長、継続教育学部長などを歴任し、2012 年に教授

に昇任しました。昨年 7月より、情報工学部党委員

会長を務めています。 

この度は、指導教授の井上欣三先生の古希のお祝

いに出席するため、久しぶりの神戸訪問でした。 

例会の貴重な時間に私のスピーチを設けさせて

いただき、大変光栄に存じております。 

皆様にお伝えしたい厚い思いがあります。それが、

ロータリーとの絆は、私のかけがえのない財産です。 

人は皆生きている中で、自分の人生の方向を決め

るとても大事な出会いに巡り会うことがあります。 

それはある本との出会いや、ある事件との出会いな

ど人によって異なるかもしれませんが、私にとって

それはロータリーアンとの出会いでした。 

ロータリーアンと出会って経験したすべてのこ

とが私にとって最高の思い出と誇りです。 

生活費の高い日本での留学生活は、私費留学に来

た私にとって確かにそんな甘いものではありませ

んでした。2002 年 4 月、博士後期課程 3 年目にな

って光栄にも米山奨学生に選ばれ、私の留学生活に

大きな転機が訪れました。 

皆様のお陰で、高額な奨学金を頂き、アルバイト

から時間を取り戻し、幸せな留学生活が始まり、研

究を深めることができました。 

皆さんのお陰で、私は留学生活の中で最も有意義

で、楽しい時を過ごすことができました。 

恥ずかしいことですが、オーバー・ドクターとな

った半年間、世話クラブが奨学金の半額を負担して

いただいたこと、そして、大学寮の宿泊期間満了、

あど半年どこで下宿するのかを迷っていた時、善記

お父さんの事務所に泊めてくれたことも決して忘

れてはいません。 

私がここまで辿りつけたのは、私一人の努力だけ

ではありません。金銭面、精神面にも支えてくださ

ったロータリー米山奨学会・宝塚中 RC の皆様に深

く感謝の意を申し上げたいです。 

皆様の温情は私が辛い時期を乗り越えた勇気の

源泉です。皆様の応援があったからこそ今日の自分

がいると思っています。私は日本に来てよかった、
2 



米山奨学生になってよかった、宝塚中 RC の皆様に

出会ってよかった、と思っています。 

日本には留学生を支援する奨学金はたくさんあ

ります。しかしこの米山記念奨学金制度はそれら多

くの奨学金制度と違って、単に経済的な援助をする

だけではなく、独自の世話クラブとカウンセラー制

度による心の通った支援があり、ロータリアンと留

学生、日本とそれぞれの母国をつないでいます。 

米山奨学生は世話クラブの例会に月に一度出席

し、ロータリー会員と積極的に交流して国際交流・

相互理解を深めるとともに、ロータリーの奉仕の心

を学びます。 

学生一人に対し、世話クラブのロータリアンの中

から一人がカウンセラーとなります。カウンセラー

は、奨学生の個人的ケアにあたるアドバイザーです。 

様々な職業、世代で構成されるロータリークラブ

での交流は、奨学生が日本文化に接し、将来や奉仕

について考える機会となります。 

他の奨学金では、｢金の切れ目が縁の切れ目｣にな

っている現状の中で、ロータリアンの寄付によって

成り立つこの奨学制度では、｢金が切れても人が残

る｣奨学金であり、その築かれた人の絆は、ロータ

リーのグローバルネットワークへ繋がって行くと

いう他の奨学金ではありえないことです。 

私も米山奨学生になってから一番幸いだと考え

ることは、何より、人生のロールモデルになれるロ

ータリアンの皆様とのお付き合いです。 

各分野で素晴らしい成果を挙げておられるロー

タリアンの方々は、私にとっては人生、そして社会

の大先輩であり、皆様から学校で学べないことをた

くさん教わり、これからの私の方向性や社会人とし

てのあるべき姿勢を改めて考えるチャンスをくだ

さいました。 

ロータリーの活動を通じて人のネットワークが

広がり、私はさらにたくさんの優秀な人に出会うこ

とができました。 

そして、毎月の例会に限らず、夏の家族会、懇親

会、里山の集いなどロータリアンの家族の皆様とい

ろいろな交流ができたことで、日本文化の理解がさ

らに深くなると思います。 

とりわけ、カウンセラーの竹原善記さんと奥さ

んは、私を息子のように思って、親身に世話をして

くれました。ご多忙にもかかわらず、私の日常生活

に関心を持ち、自宅に招いてくれたり、家族のイベ

ントに誘ってくれたり、誕生日にお祝いをしてくれ

たり、大阪の名所にも連れて行ってくれました。親

代わりにサポートしてくれたり、時には兄貴のよう

な付き合いをさせて頂きました。以来、私もお二人

を「善記お父さん」「満登里お母さん」と呼んでい

ます。今でも家族ぐるみの付き合いをしています。

今回も立派なお家に泊まらせていただきました。 

帰国してからもうすぐ 13 年になりますが、世話

クラブの皆さんとのつながりを強く感じています。 

お父さんお母さんも遠き日本から毎年恒例の福

が来る飾りを送ってくれました。その都度、丁寧に

袋を開けると、日本の父母の愛情の息吹きを感じま

した。本当に、いくら離れていても、親子の絆、心

のつながりを感じられます。 

大学の先生からは学問を学び、お父さんからは生

き方を学んでいます。人生の先輩としてお手本とす

べきカウンセラーに恵まれたことは本当に幸運な

ことです。私は周囲の人たちに、この素晴らしい「日

本の父母」のことを紹介せずにはいられませんでし

た。 

私とカウンセラーとの関係は、たまたま結びつき

が強くなった一例かもしれません。「クラブを挙げ

て世話をしたし、カウンセラーも頑張っていたにも

拘わらず帰国したら何等連絡も来ない。米山奨学金

は無駄ではないか？」とのご意見が多いようです。  

財団の追跡調査でも、確かにその事例が多く見受

けられました。真に残念でなりません。 

帰国後、目先の生活に追われていて、仕事で忙し

くてロータリーに思いを致す余裕はない人もいれ

ば、日本人は定期的な連絡が習慣であり、礼儀であ

るとされますが、国や人によっては「何か変化があ

れば連絡する（なければ連絡しない）」という考え

方で、連絡を待たれているという意識がない場合も

あると思います。 

個人的には、採用時のオリエンテーションで意識

づけることが非常に重要で、また、奨学生選抜にあ

たり、成績や経済の理由などよりも、人柄、性格、

資質、素行等人物判断をもっと強く押し出した方が

いいと思います。 

私が思うんですが、まだ出世できていない、報告

に値するようなことがないと思い込まずに、忙しい

でも、一筆箋程度で、せっかくの縁で知り合った世

話クラブ・カウンセラーの方とは必ず連絡を取るこ

とによって、お互いに「出逢えてよかった」気持ち

が続きます。 

また世話クラブ・カウンセラーが、新たな奨学生
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との出会いを楽しみにするようになります。それが、

人と人の輪を広げることになります。 

日本への留学は、私にとって最初の海外旅行で、

そして生涯で一番大事な転機になりました。私の人

生を変えたともいえます。日本は今では私の心の中

で寛ぎやすく第二の故郷のようなところとなりま

した。 

自分と日本の関係は私の命の中で切っても切ら

れない間柄になりました。中でも、米山奨学金をい

ただいたことは、私にとって、一番ラッキーなこと

でした。この米山奨学金に恵まれなければ、今のよ

うな仕事や人生を楽しむことができないと言って

も過言ではありません。 

ロータリーとの絆は私の一生の至宝です。卒業後

も親交を深め、私を支えてくださった小山様、田辺

様、古川様、細川様をはじめ多くの会員の皆様、そ

して、このような経験をする根本となった、ロータ

リクラブ活動、およびこれを支える全ての皆様に、

元奨学生としてこの場をお借りして、改めてお礼を

申し上げ、感謝の気持ちを伝えたいと思います。一

生のお付き合いをさせていただきたいと願ってい

ます。 

どうやって恩返しをしたらいいか、ずっと考えて

いました。ほかの奨学生も言っているように、ロー

タリーアンの皆さんは、私たちよりもっと成功して

いて、私たちが持っているものは、彼らは全て持っ

ているし、私たちが差し上げたいものも彼らは全て

持っています。どうすればよいのか。善記お父さん

は私にこう言ってくれました。「その恩義を我々に

返すのではなく、次の若い世代に伝えてくだされば、

それが我々にとって恩返しです。」 

ロータリーの精神に習って、善意の輪を作って、

傍に助けが必要な人がいれば助けてあげることも、

一つの恩返しの形だと思います。また、日本で学ん

だことを生かして、仕事を通して社会に貢献するの

も一つの恩返しだと思います。 

日本や中国に限らず、歴史や領土問題などによっ

て、民間交流という絆は、時に途切れそうになり、

不信を抱くこともあります。けれども、理解なくし

て友情は生まれず、友情なくして真の平和はありま

せん。人と人との交流の積み重ねこそが、絆を少し

ずつ強くします。 

2009 年に、中国米山学友会が正式に発足しまし

た。これは、日本をよく知る、最も日中関係の友好

的な発展を望んでいる人たちの集まりです。私も上

海で大勢の米山学友と一緒に、日本の方々のご恩を

胸に、地域社会への奉仕活動や日中間の友好交流に

励んでいます。 

皆様が蒔いた慈愛の種は、有形無形に関わらず、

確実に息吹き、この大地で成長していると思います。 

まとまりのない話になりますが、宝塚中 RC 今後

の益々のご発展と、皆様のご健勝、ご多幸、そして

更なるご活躍を心からお祈り申し上げます。 

ご清聴、どうもありがとうございました。 

 

 

胡様の教え子で上海の海事大学 4 年生の馮(ファ

ン) 海畴(ハイチェ)君です。日本に留学予定です。 
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○堀 弘二 君 

 久しぶりに寄せて頂きました。胡先生おいで頂き 

有難うございました。 

 

○細川 洋一 君 

 本日は、胡君 馮君 ようこそお越しいただきま 

した。卓話よろしくお願いいたします。 

 

○小山 一子 君 

 胡先生 フンハイ君 ようこそ。首を長くしてお 

待ちしていました。ご立派になられて日本のお母さ 

んはとても嬉（うれしい）です。にこにこ！ 

 

○前田 正明 君 

 胡様、馮様 熱烈歓迎！ 

今日は卓話楽しみにしております。 

 

○阪上 栄樹 君 

 胡志武様ようこそ！！卓話楽しみにしておりま 

す。今日は誕生日のお祝いありがとうございました。 

 

○谷口 敏彦 君 

 胡志武様ようこそ、卓話よろしく 

馮君ようこそ、どうぞごゆっくりして下さい。 

 

 

 

□本日のソング 

「君が代」「Be a Rotarian」  

木本 玲子 会員 

□お客様  

胡 志武 様 

馮(ファン) 海畴(ハイチェ)君 

草野 満里 様 

大西 奈津子 様 

竹原 満登里 様 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 25  75.76 

前々回 

2/17 
34 2 33 29 1 90.91 

□幹事報告 

・地区ローターアクト「指導者育成セミナー」案内 

日時：4月10日(日) 12：30より16：00まで 

場所：こうべまちづくり会館２階ホール 

内容：公園、パネルディスカッション等 

登録料：2000円   締切3月15日 

・会報訂正 坂上会員の結婚記念日は2月24日です。 

 

(理事役員会) 

①4月16日（土）の講演会のポスター完成。市広報

版への掲載について各地域の会員の方々にお願い

する。4月4日より15日までの間、掲載。 

②講師の御礼について。講演会の準備（パソコン等） 

③講演会終了後、懇親会は「中庭」にて。 

④山本副会長より来期のイベントは12月3日(土)ベ

ガホールにて音楽関係のイベントを行う予定であ

ると発表されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週週間間報報告告  

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

ニニココニニココ箱箱  

 一口コラム 

NHK 放送文化研究所が「2015 年国民生

活時間調査報告書」を発表しました。 

2010 年までは 30 代以下の世代の新聞

離れが目立っていたのだが、今回 2015

年の調査では 40 代も新聞離れの仲間入

りしました。 

40 代でも新聞を読んでいる人は 20％

まで低下しています。 

また、02年度に約 8千億円あった新聞

広告収入は、14年度には約 4千 2百億円

と半減しています。 

既にネットで知っているような”旧聞”

を朝刊で読むと、なんだか損をした気分

になりますね。 
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