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米山記念奨学生
魏 藍天 様
●会長の時間
会長 大原 誠
みなさん、こんにちは。
第 1290 回例会、会長の時間のご挨拶を申しあげま
す。ゴールデンウィーク後のコロナ感染拡大が懸
念されていましたが、当地域においても市内小中
学校の児童生徒の感染が増えています。まん防等
の制限は解除されたとはいえ、引き続き感染予防
の徹底が求められていますので、感染予防対策に
留意しなければなりません。さて、先週の例会の際
に、私、ノーネクタイで出席し、失礼いたしました
が、ロータリークラブのクールビズについて少し
調べてみました。わが国でクールビズがスタート
して以降、夏場の一定期間をノーネクタイとする
ことが社会に定着していますが、当クラブでは毎
年 SAA が年次計画において 6 月から 9 月までの４
ヵ月間としています。クールビズ（Cool Biz）とい
う言葉が出てきたのは、今から 17 年前の 2005 年
です。環境省が「夏のオフィスの冷房を 28 度以上
に」と室温の適正化とそれに適した軽装などの取
り組みを促すこと、その呼称であるクールビズを
提唱しました。当時の環境大臣で現在の東京都知
事の小池百合子氏が導入を進めた事業で、多くの
メディアを通じて呼び掛けていたことが思い出さ
れます。それに伴ってノーネクタイのスタイルが
始まったのですが、当時はクールビズに関連した
様々な服装があり、確か半袖のスーツ・ブレザーも
販売されていました。環境省がクールビズを例示
する実施期間は 6 月から 9 月ですが、実はクール
ビズに関しては、環境省が毎年 4 月にその年のク
ールビズについて、その対応や推進内容を公表し
ており、今年は東京においては 5 月から 9 月末ま
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でをクールビズとして呼びかけるとしています。
過去には東日本大震災による電力ひっ迫をうけて、
2011・2012 年は 5 月から 10 月までの半年間とする
など、延長の措置がとられたこともありました。こ
のように、各地域の気候や社会情勢などの事由に
より、クールビズの実施期間は一律ではなくなっ
てきています。他のロータリークラブの状況を見
てみますと、5 月から実施しているところが多いよ
うです。ドレスコードについても見てみますと、ロ
ータリーの一般的な規律であるスーツまたはブレ
ザーにネクタイという決まりは、定款・細則、そし
て内規にも定めはございません。当クラブでは、こ
ちらについても SAA の活動計画の中で「例会に相
応しい服装の徹底」としているものです。こうした
状況を踏まえ、当クラブとしても一度、ノーネクタ
イの実施期間だけではなく、例会出席時のドレス
コード、具体的には作業着での出席等を含めて、柔
軟な対応も必要と思われ、そうした点について、今
後検討して行かなければならないと感じた次第で
す。本日は米山記念奨学委員会によるプログラム、
今日お招きしました米山記念奨学生：魏藍天さん
のお話を伺いますので、よろしくお願いいたしま
す。

●幹事報告
幹事 下田 徳彦
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・ウクライナ人道支援金のご協力のお礼と報告
・インターアクト活動計画書の送付
〇ロータリー米山記念奨学会より
・ハイライトよねやま 266
〇大垣西ロータリークラブより
・第 45 回インターアクト年次大会開催のご案内
日時：7 月 31 日（日）9：00～16：30
場所：大垣フォーラムホテル
ホテルアソシア 新緑家族例会
〇高山ロータリークラブより
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・例会変更のお知らせ
5 月 26 日（木）12：50～ 通常例会
6 月 30 日（木）18：30～ 新緑家族例会
ホテルアソシア
●米山記念奨学委員会

委員長

足立

常孝

●米山記念奨学生カウンセラー

清水

●米山記念奨学生

魏

藍天

幸平

様

「あいさつ」
みなさん、こんにちは、初めまして。魏 藍天と申
します。中国出身です。現在は岐阜大学工学研究科
の博士 3 年生です。この度、ロータリー米山記念
奨学金の奨学生になり、高山中央 RC に配属されま
してとても嬉しくてありがたいと思います。先月、
今年度の奨学生のオリエンテーションで初めてカ
ウンセラーの清水さんと会いました。清水さんは
とても熱心です、事前に私の情報をチェックして、
私の出身地の地図まで調べてみたそうです。色々
案内して頂きました、本当にありがとうございま
した。
本日は高山中央 RC の定例会に初めて参加し、
ほとんどの方に会うのは初めてなので、今日は自
己紹介と、私が日本に来た経緯、あと奨学生になっ

た感想についてお話ししたいと思います。
「自身について」
私は 1995 年に中国湖北省で生まれました。地理的
に言えば、湖北省は岐阜県とよく似ています、国の
真ん中あります。基本的に中国では南東部の海岸
地域と内陸の平野地域が最も経済が良い地域です。
私の故郷の恩施市では、湖北省の省都の武漢市か
ら遠く離れています、湖北省の最も西の山の奥に
あります。経済の発展はまだ途上の町です。私の父
と母 2 人とも国有企業の社員です。中国の一人っ
子政策のため、私は一人っ子です、両親からいつも
愛されています。三人家族で地元で穏やかな生活
を送っていました。父と母の世代はこういう政策
がなかったので、それぞれ七人兄弟です。私も兄弟
はいませんが、いとこがたくさんいます。でもこれ
から中国も人口問題が起きそうですので、つい最
近一人っ子政策を終えました。実家にいる両親以
外に、実は日本に来て新しい家族ができました。去
年私と同じく中国出身の留学生の彼女と日本で結
婚しました。現在は岐阜市で一緒に生活していま
す。
「日本の認識について、そして日本に来た経緯」
中国では、反日戦争をテーマにしたテレビドラマ
や映画がたくさんあります、小学校の頃、学校側が
生徒たちを連れてそういう映画を観に行くことも
よくあります。しかし同時にテレビ局は日本から
の子供向けアニメも放送しています。これらの日
本からの作品は小学生の間で非常に人気がありま
す。例えば、ポケモンのアニメやドラえもんなど。
そんな中で、私が中国の映画やテレビ作品、と日本
のアニメを同時に見ながら育ちました、しかしそ
の当時の私には、日本に関しては国産映画作品な
どからの戦争のネガティブな印象しか残っていま
せんでした。日本のアニメからの、日本に対する認
識や思考とかはありませんでした。日本に対する
こういう印象は、少なくとも高校 2 年生まで続き
ました。そして高校 3 年生の時、勉強のプレッシ
ャーを解消するために、また日本のアニメを見始
めました。その時初めて子供向けでない作品を観
ました。日本アニメテーマの幅広さを驚きました。
ほぼ子供向けしかない中国のアニメ業界とは全然
違います。アニメをどんどん見ていくうちに、日本
への興味が深まりました。高校卒業した後、私は大
連の大連大学に進学しました。多分よくご存じの
通り、大連は日本とのつながりが多い都市です、駐
在する日本企業が多いです、大連市で日本語を勉
強する人もたくさんいます。その時、好きなアニメ
のセリフを真似するために、私は初めて日本語の
勉強を始めました、大学の日本語教室で日本語の
基礎を学びました。大学 3 年生の時、大学卒業後
の進路を考え始めました。私はずっと中国に住ん
でいたので、海外に行ってみたいと思っていまし
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た。日本のアニメが大好きで、日本は中国の隣国で
あり、アジアで最も先進国であるため、日本で留学
することを考え始めました。もし日本に留学する、
本当の日本を味わいたいなら、日本語の能力は必
須だと思いました。そこで日本語を真面目に勉強
しました。日本語を学ぶために、日本のアニメだけ
じゃなくて、テレビドラマも見始めました、テレビ
ドラマから、日本人と現代日本社会への認識を深
めることができました。昔からの日本に対する怖
いイメージが変わり始めました。そして現在の本
物の日本を自分で確認したいと思って、日本への
留学計画は固まってきました。ついに、2017 年九
月下旬私は岐阜大学の研究生として来日しました。
「高山について」
実は、私が日本に来た最初の一年 2017 年でもうす
でに高山に来たことがあります。日本に来たとき、
あの有名なアニメ映画「君の名は。
」が公開された
2 年目です。まだブームが起こっていました、私も
とても気に入りました。同じ時期来日した留学生
はほとんどその映画を観ました。その映画のおか
げで高山市と飛騨地方を知りました。飛騨地方は
その映画の重要な舞台でしたので、岐阜大学の留
学生友達と飛騨への年末旅行を計画しました。そ
して 12 月 30 日は下呂市に行って温泉を体験して、
翌日大晦日、高山市に到着して古い街並みを観光
しました、そして 3 日目元旦で映画「君の名は。」
のヒロインの家の神社の原型である日枝神社で初
詣をしました。当時、高山市が私に残した印象は、
まずはとても国際的です、町のいろいろな案内が
マルチ言語に対応しています、また年末に関わら
ずにさまざまな国からの観光客がたくさんいまし
た。伝統的な古い街並みと便利な現代都市が共存
していて、すごく魅力的な町と感じました。でもあ
の旅で少し残念だったことも一件ありました、当
時はせっかく高山に来たので、夕食は飛騨牛を食
べるつもりだったけど、大晦日でほとんどのお店
が閉店しました。仕方なく私たちは駅近くのマク
ドナルドを泊るところに持ち帰って食べました。
私の故郷も山の中にあるので、高山市に向かう途
中で見た景色は故郷を思い出させてくれました。
そして飛騨地方はとても身近に感じました。
「結び」
日本は中国の最も重要な隣国ですが、ほとんどの
中国人は今の日本について十分に知らないと思い
ます。知らないからこそ誤解が生じます。人々のコ
ミュニケーションや理解はとても重要だと思いま
す。将来的には、日中の交流の架け橋となり、日中
の友好交流に貢献していきたいと思います。この
度、ロータリー米山記念奨学金の奨学生になって、
地元住民との交流やロータリークラブの理念を理
解する貴重なチャンスだと思います。それに対し
て、自分も相応の努力をしないと、と思います。こ

れからの一年間奨学生の義務を果たすだけではな
くて、誘われた行事と奉仕活動にも積極的に取り
組む覚悟をしています。この一年間皆様と最高の
思い出を作りたいです。これからどうぞよろしく
お願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。

＜表彰＞
米山功労賞（マルチプル 2）
大保木 正博 会員
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＜ニコニコ BOX＞
米山記念奨学生の魏 藍天様、ようこそ高山中
央ロータリークラブへおいで下さいました。後
ほど卓話をよろしくお願い致します。
理事役員一同
米山記念奨学生の魏 藍天さんをお迎えしまし
た。これから毎月例会に出席されます。よろし
くお願いします。
清水 幸平
一年間、魏君が奨学生として毎月例会に来てく
れます。奥さんもマイカーもあるそうです。中
国内陸部出身の好青年です。
足立 常孝
誕生日及び結婚記念日のお祝いをありがとうご
ざいました。早速、ケーキを頂きました。美味
しかったです。
高橋 厚生
入会早々に誕生日を祝って頂きありがとうござ
います。これから仲良くして下さい。
中屋 出

足立さん、退院おめでとうございます。自分が
これで第一号にならなくて良かったです。
周 信夫
暑い日も寒い日も体調が狂うような日々です。
風邪には注意したいものです。本日もニコニコ
協力ありがとうございます。また、良い事など
ありましたらニコニコよろしくお願い致しま
す。
平林 英一
早退しますのでニコニコへ。
西倉 良介
高木 純

