
職業奉仕月間

みなさんこんにちは。
本日は、私と隅田幹事、事務局の

山崎さん３人だけの寂しい例会場で
す。早く会員皆さんを例会場に迎え
た例会が開催できることを願ってい
ます。

さて、今月23日㈰に関脇御嶽海が横綱照ノ富士を破
り３度目の優勝で幕を閉じた大相撲初場所の話しをさ
せていただきます。

何といっても明るい話題は、12勝３敗で本割を終え、
初の殊勲賞を受賞した越谷市出身力士の阿炎関の活躍
です。千秋楽では、同じく今場所素質の片鱗を見せた
琴ノ若を勢いのある相撲で勝ち切り、照ノ富士が御嶽
海に勝てば、26年振りの巴戦に出場できるところまで
行きました。巴戦になれば、若さで勝る阿炎が有利な
のではと密かに期待して結びの一番を見ていましたが、
残念ながら古傷の膝が限界だったのか照ノ富士が一方
的に御嶽海に敗れ、実現しませんでした。しかし14日
目の照ノ富士との対戦では自分の相撲を取り切り、見
事な金星をあげました。下半身が強化されたことによ
り、以前の上突っ張りから体重が乗った付き押しに力
強さが増していると感じました。また、インタビュー
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　　幹事報告　　　　　　　　 　幹事　　隅田　　敏

①　本日の例会につきましては、100％リモート開催
ということから、歌を省略させて頂きました。

②　下半期会費納入のご案内をさせて頂いております。
今月末までのお支払い期限となっています。手続が
未だお済みでない方は早めにお手続き頂けますよう
お願い申し上げます。

③　次会例会のご案内です。
　２月３日木曜日12時30分より、100％リモート開催

となります。第１例会ですので、結婚誕生祝いなど
が行なわれます。多くの会員の皆さまの参加をお待
ちしております。

でも以前のやんちゃさが影を潜め、非常に落ち着いた
受け答えで精神的にも成長したことが覗えました。

昨年の新型コロナウイルス対策のガイドラインに違
反したキャバクラ通いで、３場所出場停止の処分を受
け、その期間に心身ともに鍛えたて結果を出したとい
うことでしょう。それだけ本場所の幕内で15日間相撲
を取ることが、過酷で消耗するということであり、出
場停止期間が良い意味で勤続疲労を回復させる機会と
なったのでしょうか。若い時の取り返しのつく失敗は、
その後の考え方と努力次第でやり直せるということを
見事に実践してくれました。来場所は場合によっては
三役に復帰し、次の大関候補になり得る存在となりま
す。近年の大相撲を見ていると三役と前頭6枚目くら
いを行ったり来たりしている力士が多くみられます。
これが勤続疲労の蓄積が原因かと思います。是非今年
中に初優勝をしてもらい一気に突破して欲しいと期待
しています。

また、個人的には、父親が元関脇の貴闘力で祖父に
大横綱の大鵬を持つ新入幕の王鵬に期待をしていたの
ですが、残念ながら終盤の５連敗で負け越してしまい、
来場所は十両に落ちてしまうことになりました。大変
恵まれた体をしていますので、15日間を戦いきれるス
タミナをつけて再入幕を目指して頑張って欲しいと思
います。
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卓　話

米山記念奨学生 張　政 様

拝啓
皆さま、こんにちは。初めてお会いする方はいらっ

しゃらないかと思いますが、21年度米山記念奨学生
の張政でございます。越谷東ロータリークラブに所
属して間もなく一年が経ちます。できるだけつまら
なくならないように卓話の内容を準備いたしました
ので、本日はなにとぞよろしくお願い申し上げます。

私の母国は中国でございます。近所なので、飛行
機で３時間かけばいけるし、皆様もこの国について
よくご存じでしょう。今日は国について詳しく話さ
ず、出身地である蘇州市を皆様にご紹介させていた
だきたいと思います。古くから長江の南に位置する、
江南の主要都市として栄えてきた蘇州は、なんと、
2500年の歴史も持っております。運河による水運が
生活に溶け込んでいることから、「東洋のヴェニス」
と呼ばれていますが、ヴェニスよりも歴史は古いで
す。その面積は日本だと、広島県とほぼ同じくらい
の大きさになります。蘇州にはもともと「姑蘇」と
言う雅やかな名称もありました。御覧の通り、蘇州
は上海のすぐ上にあり、車で２時間、急行の新幹線
だと20分で到着できます。右の写真をご覧ください。
街の中心には古い建物と多くの川があるため、日本
だと京都の雰囲気と似ていると言えるでしょう。

四季の変化がはっきりしております。気候は温暖
多湿で、年平均降雨量は1100～1200ミリになります。
四季の気温は春、10～22℃、夏、22～40℃、秋 、

22～10℃、冬、10～－6℃だと推測されております。
年間の平均気温は16℃前後、六月中旬から七月上旬
にかけて約20日間の梅雨期があります。面白いこと
に、南部に住んでいる中国人は冬どれほど寒くなっ
ても、暖房をつける習慣はございません。私がシン
ガポールに滞在していた時も決して暖房を使う機会
がございませんので、暖房という機能を知ったのは
日本へ来た後の話になります。「え？じゃ寒いとき
はどうするの？」と疑問を持つ方がいらっしゃるか
もしれませんが、その答えは、「我慢」でございます。
何もしません。もちろん、エアコン自体は暖房の機
能が付いていますので、旅行しに行くときはご心配
なく過ごせるでしょう。

蘇州と言えば、中国人は「蘇州庭園」のことを連
想します。現存する庭園のうち、もっとも古いもの
は約1000年の歴史をもち、一般には400年から800年
の歴史を持っております。蘇州の庭園は数が多く、
歴史が古いだけでなく、設計も精巧で、独特な風格
があり、長江以南地区の庭園造築の粋を集めており
ます。したがって、蘇州は以前から「庭園の都市」
とも称されております。左上から見ていくと、蘇州
最大の古典庭園である「拙政園」、蘇州にある庭園
の中で最も豪華な庭園―「留園」、蘇州の庭園の中で、
太湖石を使った最も完璧な庭である「環秀山荘」、
と古い時代の家具がよく保存されている「網師園」
はすべて世界文化遺産に登録されております。似た
ような建物ばっかりだと勘違いしてしまうかもしれ
ませんが、各庭園には自分の主張が持たれており、
一つの庭園を吟味したかったら二日間はかかると思
います。しかも春夏秋冬の姿はかなり異なるため、
一つの庭園に何回足を運んでも飽きないと保証しま
す。

次は食べ物になります。蘇州は、淡水の魚介類が
豊かにとれ、淡水魚や川エビなどを使った料理が名
物となっております。スライドに書いたように、蘇
州方言の中で「エビ」は「歓迎」の発音と近いため、
食事の最初の方に出てくることが多いです。また、

感感謝の手紙
米山記念奨学生 張 政（チョウ セイ）
の手紙



蘇州の料理は江蘇料理と呼ばれ、四川料理、広東料
理、山東料理と共に、中国の「四大菜系」の１つだ
と言われております。江蘇料理は上海料理の原型に
なった料理とも言われ、素材の旨味を生かしたシン
プルな味付けが特徴でございます。特に辛い料理も
少なく、甘口に偏る日本人にも食べやすい味でござ
います。ちなみに、上海蟹という呼び方は日本人専
用であり、中国では大閘蟹（ダージャーシエ）と呼
ばれております。何故なら上海蟹は上海ではなく、
蘇州にある陽澄湖が原産であり、最も高級とされて
いるからですよ。

先ほど蘇州市の中心が京都の雰囲気に似ていると
お話しさせていただきましたが、それ以外の町は右
の写真のようにオシャレで、すごく発展しておりま
す。都市中心部の人口密度を分散し、現代エリアを
改善・提供すると同時に、工業用地を調整し、蘇州
市が穏やかに成長しております。ぜひ遊びに来てく
ださいね！

故郷についてかなり詳しく説明したつもりで、次
は私、張政の来日生活についてお話させていただき
ます。2015年、シンガポールで英語と数学の勉強を
しておりました。2016年に高知県にある明徳義塾高
等学校に進学できました。スポーツに力を入れてい
た学校だったので、特に授業と課題に苦を感じるこ
とはなかったです。入学後初の学期末試験で全学年
一位の成績を収めることができ、お恥ずかしながら
少し有名になりました。日本での生活をものすごく
楽しみにしておりましたが、最初はショックを受け
ました。私の日本語能力が低いと判断した日本人中
学生は私の前で私の悪口を言いました。先輩として
見てくれませんでした。「日本って怖いな。日本人
が怖いな。」と思い始めました。しかし、優れた成
績で二年生の時から日本人のクラスに配属され、日
本人教育を受け始めました。私に興味を持ってくれ
たクラスメイト達はすごく優しく接してくれました。
その時、最初のがっかりで全ての可能性を否定する
必要はないと学びました。三年間漫画部で毎日イラ
ストを描いていました。「現実」を選ぶつもりで、
美術大学に進学せず、私は語学を学ぶ道に向かうと
決めたのは高校三年生の頃です。

2019年の四月に獨協大学に入学し、現在、外国語
学部英語学科に所属しております。入学後はトップ
クラスに配属され、英語圏の文学・文化・歴史につ

いて学んできております。イギリスの諸々について
ゼミで研究しておりながら、スペイン語と韓国語を
第二言語として学習を進めております。「なぜこの
中国人は日本で英語を勉強してんだ」と思った方が
いらっしゃるかもしれませんが、英語に興味ありな
がら日本語能力も身につけたい、この欲張りな考え
方がその答えとなります。御覧の通り、獨協大学は
1964年に設置され、埼玉県草加市に唯一のキャンパ
スがあり、極めて広い私立大学でございます。そう
やって、「グローバル人材の育成」を目的にしてい
る獨協大学で、私は学生生活を楽しんでおります。

高知から上京してきた一年目、私は大学生活を全
力で楽しもうと決め、様々な課外活動に参加させて
いただきました。今も所属している獨協大学ロー
ターアクトクラブ以外に、LANKAという全員日本
人のボランティアサークルにも入っておりました。
左から三枚目の写真、2019年の年次大会に向ける記
念誌のカバーをデザインと制作を担当させていただ
きいた時に撮影いたしました。今年度の地区ロゴも
デザインと制作をいたしました。詳しいインタ
ビュー記事は埼玉南東地区ローターアクトのホーム
ページに載せております。是非チェックしてみてく
ださい。実は、二年生までの大学生活は、学業に力
を入れたより、アルバイトに力を入れたと言っても
過言ではありません。ドラックストア業界、ウェディ
ングサービス業界、飲食業界、居酒屋業界、アパレ
ル業界、教育業界、リサイクル業界の七つの業界に
触れてみました。教科書に載せている知識も大事で
すが、社会に出て学べるものも少なくはありません。
職種で言うと、レジ接客、バーテンダー、ホールス
タッフ、塾講師、ファッションコーディネーター、
通訳でございます。忙しいでしたが、毎日充実しな
がら新しいものを吸収しておりました。その中に、
大学側の誘いで上智大学が企画した第一回目ザビエ
ル杯日本語スピーチコンテストに応募しました。ま
さかの一番目の出番となっており、かなり緊張しつ
つ、５分間の日本語スピーチをさせていただきまし
た。テーマは自由でしたので、私は日本の子供教育
について語りました。結果、最優秀賞と賞金を手に
入れることができました。

ここまできたら皆様もお気づきだと思いますが、
私は非常にチャレンジ精神を持っている人間でござ
います。将来やりたいことについても、一つに絞る



ことができません。一つ目は、翻訳者として、まだ
世界各国に眠っている文学作品を英語・日本語・中
国語に翻訳し、世間に情報共有したいです。自分で
翻訳する以外でも、言語能力とコミュニケーション
能力を発揮し、文学作品を通訳の形で各出版社に伝
いたいです。「本」というものは作者の思想であり、
魂であります。それを読者に響くことで、初めて「本」
に意味を持ちます。私はその間にいる結び人になり
たいということでございます。一つの作品は国を渡
れば、一つの考え方も共に渡ります。この形で国際
交流に貢献することができます。また、私は、二つ
目の「ワンピース」を作りたいと図々しく書いてお
ります。なぜかと言うと、日本のアニメ作品はこれ
以上のレベルがあると信じているからです。今ヒッ
トになっている作品を三、四個名乗ることは難しく
ありませんが、その価値はまだ一時的なものにすぎ
ません。誰かの心に残ったり、誰かの生きるための
動力となったり、誰かの人生を変えたり、誰かに新
しい道を拓いたりすることのできる、そこまでの影
響力を持つ作品を作りたいという気持ちで、私は主
にアイデアを出す編集者とアイデアを絵の形にする
イラストレーターに挑戦してみたいです。人生の最
終目標は、集英社に入ることでございます。私がま
だ中学一年生の時に、集英社に自分のイラスト作品
を国際郵便で送ったことがございます。半年後に集
英社の編集者から国際電話をいただき、感謝された
同時に私の作品が載せられているジャンプをプレゼ
ントにしてくれました。ファン一人ひとりへの思い
に感動され、このような出版社で働きたいと強く思
いました。マスコミ業界で情報を提供することで、
人々により多くの可能性を受け入れ、偏見や差別を
無くしたいです。誰でも住みやすい世界を作り上げ
たいです。大学で学んできた文学作品の解析力と言
語能力を基づき、これらのやりたいことを実現して
いきたいと思います。

今年の四月から正式に米山記念奨学生となった私
は、皆様に最高級の感謝の気持ちを抱きながら「今」
についてお話させていただきます。アルバイトのく
だりをお聞きになってくれたと思いますが、時には
掛け持ちしながら週四で働いていました。ぶっちゃ
け、辛かったです。実は、私が日本へ留学できたの
も父が自分の家を売ったお陰になります。高校の三
年間も親の力を借りていましたので、大学生になっ

てからは「できるだけ早めに経済的に独立できるよ
うにならなきゃ」と一人で決めております。悪くな
い成績で一年生から大学の学部奨学金を取得し、そ
れで毎月の家賃を支払いしておりました。自分でア
ルバイトを通してもらった給料は日常生活に使い、
残りの部分があれば、貯金しておりました。読んで
みたい書籍は買わずに我慢してしまうし、エアコン
や水道なども計算しながら使っておりました。要す
るに、豊かな生活を送っていたわけではありません。
従って、米山記念奨学金のお陰で、三年生の私はア
ルバイトの量を減らすことができ、就職活動と学業
に集中できました。GPA満点4点の大学成績の中、
3.25から3.75に上がることができました。また、
一二年生の時、興味のある授業が沢山あったけど、
受けるとアルバイトに影響してしまい恐れがあるか
ら、諦めたことも多かったです。今だと、遠慮せず、
幅広い分野の学習を進めております。課外活動とし
て、日本大学の文芸サークルに所属している友人の
誘いで、二週間かけて出版物にイラストを描かせて
いただきました。これは実際に第三十二回文学フリ
マ東京で展示と販売もされておりました。この勢い
で、今年の夏休みに私は自分のイラスト関連グッズ
を作り、スズリというネットショッピングアプリで
お店を開きました。一番右の写真に載せている服と
ノート以外に、マグカップ、カバン、帽子、ステッ
カーなどもデザインしております。これらのことを
やる余裕ができたのは、すべて米山記念奨学金のお
陰だと心から思っております。

自分から言うのもあれですが、私はこれから自分
の成長を楽しみしております。夏休みの期間中に、
カウンセラーの関係で書籍の翻訳と校閲を経験でき
る機会をいただきました。日本語から英語に翻訳し、
これからアメリカなどのヨーロッパ国に販売する予
定でございます。口ばっかだけでなく、初めて出版
作業に触れる機会があり、私も確実に先ほどお話さ
せていただいた「夢」により近づいたと思います。
一言で言うと、金銭面だけでなく、形のない力も皆
様からもらっております。この場を借りて、もう一
度皆様に心よりお礼申し上げます。これからの一年
もどうぞよろしくお願い致します。ご清聴ありがと
うございました。

2022年１月27日
米山記念奨学生　張政より



課課外外活活動動
• 獨協大学ローターアクトクラブ（ 年入会）
• イラストレーター
• 業界のアルバイト
• 学生記者
• 第一回ザビエル杯日本語スピーチコンテスト
• 七つ資格と検定
• 様々な奨学金

「「 」」
①世界中に沈まれている文学作品を掘り出す
②二つ目の『ワンピース』を創る

米米山山記記念念奨奨学学生生ににななっったた「「今今」」
• 学業面
• アルバイト面
• 趣味
• やりたいこと

感感謝謝のの
言言葉葉

レレジジメメ
• 私の出身地について
• 私の来日生活について
• 私の夢について
• 私の「今」について

中中国国 蘇蘇州州市市
（（そそししゅゅううしし））

• 年の歴史
• 面積は約広島県
• 「姑蘇」という旧名

春春夏夏秋秋冬冬
• 季節の変化が明らか
• 暖かくて雨が多い
• 夏と冬が長い

蘇蘇州州
庭庭園園

食食
・甘口を好む
・「上海蟹」の出身地
・エビ料理が先に来る
・「碧螺春」をお土産に
・面は１５０種類以上

是是非非遊遊びびにに来来ててくくだだささいい！！

明明徳徳義義塾塾高高等等学学校校

• 年 月入学～ 年 月卒業
•成績全学年一位
•漫画部副部長
•漫画甲子園に挑戦
•女子寮寮長（初外国人）
•文化祭実行委員
•卒業式で優秀賞を獲得

獨獨協協大大学学

• 外国語学部英語学科三年
（ 年 月入学）

• 入学試験でトップクラス
• 英語圏の文学・文化・歴史専攻
• ゼミでイギリスをターゲット

第二言語：スペイン語＆韓国語


