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■司会 ＳＡＡ         見目 良一 君 

■点鐘  会 長          宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング            それでこそロータリー 

■ゲスト  米山奨学生      チュア チー シェン 様 

２０１３年～１４年米山奨学生  ルイテル マヘス 様 

■ビジター 

真岡西 RCガバナー補佐事務局員  七海 朱美 様 

■会長挨拶        会長  宇賀神 裕一 君  

皆様、こんにちは。 

まず、お客様のご紹介

をさせていただきます。真

岡西 RC ガバナー補佐

事務局員 七海朱美様。

また、２０１３年～１４年米山

奨学生 ルイテル マヘスさん、そして、米山奨学生 チュ

ア チー シェン君。ようこそお越しくださいました。よろしく

お願いいたします。本日は、内部卓話になります。田辺会

員、シェン君、よろしくお願いいたします。 

さて、２１日に真岡市民ゴルフ大会があり、真岡RC・真岡

西 RC 会長が副会長ということで、３組１２名で参加してきま

した。野澤 巧会員が準優勝の成績でした。おめでとうござ

いました。参加の皆様、ありがとうございました。 

また、この日は、２０１６-１７年度国際ロータリー第２５５０地 

区大会の記念ゴルフもあり、こちらには、市村幹事・海老原

PP の２名で参加いただきました。ご苦労様でした。 

そして、２２日には、地区大会、会長・幹事会/地区指導

者育成セミナー、夜には、RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

がありまして、市村幹事と二人で参加いたしました。会長代

理は、塩釜 RC の桑原 茂さんで、５回目の代理だそうで

す。また、翌２３日は本会議で、朝から２６名の会員皆様の

出席を頂きました。遠いところ大変ご苦労様でした。 

次年度は、１０月１４日～１５日で、宇都宮グランドホテル

にて開催です。今回の地区大会において、岡部貞一郎

PP・杉村久夫 PP が、長寿会員表彰、杉村久夫 PP が３５

年の皆勤表彰の栄に浴されました。おめでとうございます。 

１１月の月初めが祝日休会ですので、本日、会長ノミニー

指名委員会を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

以上、会長挨拶とさせていただきます。 

■長寿会員表彰    岡部貞一郎 君、杉村 久夫 君 

■３５年皆勤表彰               杉村 久夫 君 

2016-2017年度  MOKA Rotary Club Weekly Report 
2016/10/27 No.2817 

国際ロータリー第2550地区 



2 

■米山奨学金授与        チュア チー シェン 君 

■挨拶 ２０１３年～１４年米山奨学生 

  ルイテル マヘス 様 

 米山奨学生の際、大変

お世話になりました。 

皆さんのご指導、ご協

力のもとに頑張り、２０１５

年３月に、株式会社 ＳＭ

Ｓを設立しました。 

皆さんありがとうございました。これは、自分が考えてきた

ことでありますが、最初は、レストラン、食材販売、現在は、

労働者派遣業にも取り組んでおります。また、この２年間の

中で、ネパール大地震もあり、皆様から、家族は、学校はど

うですか。とのご心配もいただき、大変心強かったです。家

は、壊れましたが、少しずつ直しております。 

■幹事報告     幹事  市村 忠男 君 

①特別ありませんが、例

会の変更のお知らせで

す。 

益子ＲＣ  

11/2 振替休会 

11/16 少年サッカー 

  大会の振替、 

11/23 祝日のため休会。 

下野ＲＣ 11/2 振替休会、11/23 祝日のため休会 

②地区大会に多くの参加、ありがとうございました。 

■委員会報告    姉妹クラブ委員会  石川 久雄 君 

 ・斗六ＲＣ公式訪問は、  

２５名となりました。

 ・航空券の以外の斗六

での料金について、納

付方、よろしくお願い

いたします。 

    社会奉仕事業検討委員会 久保 康夫 君 

本日、午後１時３０分から、

委員会を開催しますので、

よろしくお願い致します。 

岡本 俊夫 君 

 １０月１６日、前真岡市長

の福田様のご逝去に伴う

お別れの会があり、会長に

代わりまして、弔辞を奉読

させていただきました。また、

福田前市長の時に、私ど

もの一年交換留学生である孫綺晨（テイアナ）さんが、明

日、福田前市長にお線香をあげるため、真岡に来るので

すが、私がどうしても体があかないため、午後１時頃から、

誰か、ご協力をお願いします。

■スマイルボックス報告 久保 賢司 君

宇賀神 裕一君  真岡西 RC 七海様、ルイテル マヘス

さん、シェン君、ようこそ、先日の地区大

会参加の皆様、お疲れさまでした。 

市村 忠男 君  ２３日の地区大会に多くの皆様に出席い

ただきありがとうございました。圧倒的な

参加者で面目を保てたものと感謝します。

マヘスさん、チュア君、いらっしゃい、七

海さん、ようこそ。 

金子 正男 君  地区ゴルフ大会、市民ゴルフ大会に参

加した皆さん、続いて、地区大会と参加、

大変ご苦労様でした。いつも光菅水産の

刺身はおいしいし、ししタケも最高でした

ね。皇太子の飲んだ酒もおいしかった

ね。！大堀さん、チュア君、田辺君、卓

話よろしく、マヘス君、真岡西 RC 七海さ

ん、ようこそ。 

岡本 俊夫 君  田辺さん、チュア君、卓話ご苦労

様！！ 真岡西 RC 七海さん、ご来訪を

歓迎いたします。当クラブの一年交換留

学生であった孫綺晨(テイアナ)が福田前

市長のお悔やみに明日来真します。１０月

１６日の福田前市長の葬儀、宇賀神会長
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に代わり弔辞を拝読させていただきまし

た。 

石田 順一 君  先日の地区大会お疲れさまでした。本

日の卓話者「サイ」君、うまく日本語でお

話ください。田辺会員、卓話拝聴させて

いただきます。マヘス君、ようこそ。 

広瀬 紀夫 君  田辺さん、卓話よろしく。ルイテル君よう

こそ。うれしいです。 

田村 浩次 君  本日の卓話者 田辺さんの話、期待し

ています。僕は幸せです。卓話者 チュ

ア君、とても良い卓話テーマで楽しみに

しています。今日は、ルイテル マヘス君

の代表取締役としての起業おめでとうご

ざいます。卒業論文に目を通した当事者

として、事業成功を願います。 

久保 康夫 君  田辺君、サイ君、卓話ご苦労様です。

マヘス君、偉くなったね。僕が壬生まで送

ってあげたの忘れないよね、今度ナンを

食べに行きます。 

三澤 幸光 君  将棋界で悲報がありました。竜王戦に

臨む三浦プロ棋士に不正行為があり、対

戦の差し止めとなりました。改めてロータリ

ークラブの四つのテスト 正しく生きること

の大切さを感じました。七海さん、マヘス

君、シェン君、ようこそ。 

石塚 龍夫 君  マヘス君、社長就任おめでとう。でも、こ

れからが勝負です。頑張って下さい。チュ

ア君も後に続いてチャレンジして下さい。 

大瀧 和弘 君  チュア君、田辺さん、卓話ご苦労様で

す。マヘス君、七海さん、ようこそ。 

見目 良一 君  真岡西 RC 七海明美様、２０１３～１４年

米山留学生 ルイテル マヘス君、いらっ

しゃいませ。ごゆっくりしていってください。

岡部PP、杉村PP、地区大会表彰おめで

とうございます。益々のご活躍を祈念致し

ます。チュア チー シェン君、田辺会員、

内部卓話 拝聴させて頂きます。 

豊田 光弘 君  本日の内部卓話 田辺様、チュア君、

よろしくお願いいたします。しっかり拝聴さ

せていただきます。七海様、マヘス君、よ

うこそいらっしゃいませ。 

久保 賢司 君  辻パスト会長、息子さんへ社長のバトン

タッチ、おめでとうございます。益々のご

活躍、ご期待申し上げます。 

栁田 尚宏 君  今日の内部卓話、サイ君、田辺さん、

楽しみにしています。ガンバッテ下さい。 

柳澤 正弘 君  田辺義貴様、内部卓話、よろしくお願い

します。楽しみにしております。 

渡邉 佳寛 君  七海さん、マヘスさん、ようこそいらっし

ゃいました。チュア君、田辺君、卓話がん

ばって下さい。現在「耳つぼダイエット」中

で、５ｋｇの減量に成功しました。 

田辺 義貴 君  本日は、私のつたない話をお聞きいた

だきありがとうございました。また、このよう

な経験させていただき感謝いたします。

今後ともよろしくお願い致します。 

■１０月２７日までのスマイルボックス

■米山奨学生卓話 

「僕は幸せです」      チュア チー シェン 様 

 私が、日本に来た頃、

どういう風に生活して、今

日ここまで至ったのか。お

話したいと思います。 

４年半前、日本に来ま

したが、当時、知っていた

日本語は、‘大丈夫です’だけでした。日本語もしゃべれず、

日本の文化もわからず、日本人の友達もいませんでした。

そんな寂しかった私は、どうすればいいだろう、帰りたいな

前回までのスマイル繰越金 857,000

会員 41,000

ビジター 0

本日のスマイル合計 41,000

スマイル今期累計 898,000

前回までの米山繰越金 18,942

米山 0

米山今期累計 18,942

合計金額 916,942

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！ 
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と思ったときは、多々ありました。そこで、初めて救ってくれ

たのが、日本人の暖かさでした。当時通っていた日本語学

校を通じて、ホームステイを体験したのです。そのお蔭で、

帰国したいという気持ちも薄まってきたのです。 

一年後、足利工業大学に入りました。とにかく友達がほし

かったです。彼女は、韓国の方なのですが、共通の言語は

日本語なので、毎日、日本語を使うようになりました。彼女

は、いろんなこと教えてくれました。赤道出身の私にとって

は、日本の冬は、かなりつらかったです。短パン T シャツの

生活を１８年間してきた私にとって、冬は、地獄のように感じ

ました。ですが、彼女が、どうやって家を温めるのか、たとえ

ば、電気布団使ったり、灯油ストーブ使ったりすることなど、

冬の生き方を教えてくれたのです。皆さんに出会ってから、

もっともっと幸せな人になりました。 

実は、奨学金をもらう前に、両親は、すでに退職していた

ので、少しでも負担を減らそうという気持ちで、コンビニの

深夜バイトを始めました。なぜなら、学校の時間と被らず、

長時間で働き、高い時給がもらえるからです。最初は、まだ

若いから大丈夫だろうと思ったのですが、このバイトのせい

で、学業に集中できず、成績が悪くなったのです。３年生の

時に、この米山奨学金に出会ったのです。この奨学金のお

蔭で、自分がやりたいこともできました。 

今年、４年生なので、就職活動に専念することができ、

だれよりも早く、５月に、念願の内定をもらうことができました。

会社から内定の電話をもらった瞬間は、いまだにはっきりと

覚えています。その日は、私の誕生日でした。しかも、真岡

ロータリー例会に参加した直後のことです。例会が終わり、

出口に向かったところ、電話が鳴りました。そこで、「内定お

めでとう」という連絡が入りました。内定した会社は、ドイツの

ボッシュ株式会社、自動車関係会社に就職予定です。 

真岡ロータリアンの皆さんと一緒に過ごす中で、非常に

楽しく感じます。毎月、往復４時間、羽生から真岡まで通っ

ているのですが、一切の文句ありません。皆さんを目標とし

て、これからも頑張っていきたいです。そして、研修会、運

動会、納涼パーティ、クリスマスパーティーなど参加させて

いただきます。 

最後に、米山奨学生になったことで、一番印象的だった

のは、今年、韓国の世界大会です。この世界大会に参加

することだけで、私にとって非常に光栄なことです。そして、

私の人生に大きいな影響を与えてくれました。大会の前日、

米山学友会の宴会が開かれました。そこで、私は、約２０年

前に、奨学金をもらっていたマレーシアの方と出会ったの

です。そこで、なんと、マレーシアの学友会を立ち上げよう

じゃないかという話が出てきました。マレーシア人の学友の

数が９００人もいます。それにもかかわらず、学友会がないこ

とは非常に恥ずかしく思っております。先月の１２日に、やっ

とマレーシア学友会が正式に立ち上げることができました。

これは、私たち奨学生、そして学友がいろいろとお世話に

なったロータリアンの皆さんへの恩返しとしてやれることで

す。この学友会の精神や、国際交流を深め、母国や日本

の架け橋になること、そして、ロータリーの精神を少しでも

伝えられるならよいのではないかと思います。 

真岡 RC が今日の私を育ててくれたことも忘れず、常に

初心の態度で生きていきたいと思います。本当に、この一

年間、大変幸せでした。 

■内部卓話  

「私の履歴書」           田辺 義貴 君 

 私は、昭和５０年９月１１日 

宇都宮市にて生まれまし

た。 

 昭和小学校に通い、３年

生の時に、アニメ「キャプ

テン翼」の放映が始まりま

した。それまで、人気と部員の少なかったサッカークラブに

沢山の生徒が入会しました。僕も、そのうちの一人でした。

入会後は、サッカーが楽しくて、練習というより遊ぶ感覚に

近かったように思います。「好きこそものの上手なれ」という

言葉がございますが、４年生の時には宇都宮河内地区大

会で優勝する事も経験できました。 

その後、星が丘中学校へ進学し、サッカー部の友人に止

められながらも、バスケ部に入部しました。 

 高校は、宇都宮商業高校へ進学しました。商業高校では、

ほとんどの生徒が卒業後、就職をし、私も就職をしました。 

 その後、日本マタイという会社に転職しました。マタイは

麻袋からきています。 

宇都宮営業所は、食品事業部の出先営業所で、業務

内容は原材料全般、砂糖をはじめとする糖類、醤油・油な

どの調味料や、食品添加物などを食品メーカーへ販売す

ることです。料理などしたことも無い私は、砂糖がグラニュ

ー糖や中双糖、三温糖などいくつもの種類があるとは知ら

ず、驚きました。油も同様に、大豆油、菜種油、ごま油、綿

実油、調合油などもあり、もう何が何だかわかりませんでし

た。ただお客様の注文をメモし、確認し、一つ一つ憶えて
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いく毎日でした。今では、大分理解しているつもりですが、

当時、よく分かっていない僕の説明を聞く得意先はもっと大

変だったろうなと思います。 

入社して２年目の仕事で経験した事があります。スポット

の販売案件でしたが、一年に１回、１日２万食を扱う得意先

へウナギの蒲焼を販売する事がありました。土用の丑の日

の近くに感謝メニューとしてウナギの蒲焼弁当を企画され

ています。数量や値決めは、２月頃から３月までには決定し

ないと加工・輸入、納品が間に合いません。また、相場性も

強く、時期によって価格が跳ね上がったり、暴落したりしま

す。得意先の駆引きが強く、なかなか折り合いがつきませ

ん。私も、すぐに数字を落としたくない気持ちが強く、毎日

お腹を痛くしながら、何とか赤字にならない程度に販売す

ることが出来ました。リスクを取りにいく仕事、取らない仕事

を判断する。という事を勉強させていただきました。 

２７、２８歳頃に、担当替えがあり、泉食品㈱社長とお仕

事をさせていただけた事が、その後の僕にとって大きな財

産となる訳ですが、最初は気付きませんでした。初対面時

の印象は、今でもはっきり覚えていまして、雰囲気といいま

すか、眼力といいますか、完全にビビってしまいオドオドしな

がらご挨拶させていただきました。私の話にも正面からお聞

きいただき、責任をもって仕事をしないとダメだな。と強く感

じました。その後、いくつもの御商談を重ねていく中で、商

談の進め方といいますか、出来る事と出来ない事の明確な

切り取り方ですとか、スピード感ですとか、ご注意いただい

た事や世間話なども含め、色々な事を考えさせていただい

た事が経験となり、私の営業スタイルや他の得意先との関

係づくりに大きく影響し、人間関係を形成していく財産とな

ったことは間違いありません。 

その後、先輩との起業を考えます。色々とあって、最終

的に自分で始まる訳ですが、同じ商品を同じ価格で販売

できたとして、果たして継続して買っていただけるか？相

当の不安があります。会社を始める具体的な準備をする前

に、そうなった場合もお取引いただけるか、得意先への事

前伺いや仕入先との交渉など、より具体的な準備を進め

る事が出来ました。また、他の御得意先からも良い回答

をいただく事ができ、２０１５年１月に、「三共食品㈱」を登記

し、３月より営業を開始することが出来ました。 

「三共食品」という社名ですが、私は商品を仕入して販

売する問屋業です。得意先に買っていただけなければ廃

業しますし、仕入先に売っていただけなければ、同じく廃業

します。得意先と仕入先と共に成長させていただく、成長し

ていく事を願い、この会社名にしました。 

 私一人だけの本当にまだまだな会社ですが、少しでも長

く続けられる会社にできるよう、頑張って行きたいと思いま

す。また、真岡ロータリーの一会員として例会や活動を通じ

て勉強させていただき、人間力を向上させていきたいと思

います。 

■次週例会報告   プログラム委員会 大瀧 和弘 君 

■出席報告          出席委員会 淡路  晃 君

本日のプログラム 

１１/１０(木)  月初会 

次回のプログラム 

１１/１７(木)  内部卓話 

■月間予定（１１月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1２月）
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

内

部

卓

話

炉

辺

会

合

報

告

・

ク

ラ

ブ

協

議

会

月

初

会

内

部

卓

話

外

部

卓

話

7月出席率 8月出席率 9月出席率10月出席率11月出席率12月出席率1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率 5月出席率 6月出席率

95.05% 93.39% 94.03%

※例会欠席はAM11:00までに必ずTEL.0285(84)2511 FAX.0285(84)2510 にて事務局までお知らせください。

在籍　53名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率 月間出席率

補正後　10月13日 50 1 1 42 1 7 86.27%

本日　   10月27日 50 0 - 45 0 5 90.00%

出席免除者3名（有資格者　3名　＋　有理由者　0名）


