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司会  井上 旭 SAA  会長 八木 勉会長 斉唱 君が代 四つのテスト 

 

 

 

 

事務所・例会場 

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201   FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日   時間 12：30~13：30 

Ｅ-mail  trc@club.email.ne.jp 

 

人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界

で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ

ー会員になることである。 

 

国際ロータリー会長  

          ジョン F．ジャーム  

 

【出席報告者  水野 茂委員長】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

17 14 11 3 78.57％ 100％ 92.86％ 

本日欠席者 沼崎会員、高橋会員、具会員        

 

会長挨拶 八木 勉会長 
 

の状況が反映されていたと思います。個人的に感

じたイメージは、少し暗い目をして足が太めでア

イドルとして成功すると思えなかったのですが、

結果的にはトップアイドルになりました。 

 1980 年代のバブル期の象徴だったのが松田聖

子さんで、仕事の成功と共に結婚、子供、愛人ま

で手に入れようとした欲張りなアイドルでした

が、スキャンダルもありながら高い支持を得てい

ました。 

 そして現在のAKB48というのは何と言っても

デフレの象徴で、数を集めてヒットさせるという

今の時代を反映しているように思います。 

 時代ごとのスターの中から二組のスターに注

目してみました。まず美空ひばりさんですが、こ

の人ほど好かれた一方で嫌われた人気者はいま

せんでした。 

彼女の一生は世間やマスコからのバッシング

の連続でした。彼女の存在が当時の子供は子供ら

しくという模範に反したものだったことと、彼女

が体現しているものは封建的、近代的ないわゆる

浪花節的なものだったので、進歩的文化人から拒

否反応が出ました。また 1953年にひばり御殿と

言われる豪邸を建てたことで、世間からの反発を

招くなど、人気者である一方で嫌われた大スター

でした。 

  

 米山地区委員の横溝様、米山学友のサクさん、

ようこそお越し下さいました。サクさん、この

後卓話をよろしくお願い致します。 

 10月に入りましたが、今月は 15日．16日が

地区大会、23日は藤野のふる里まつりに参加し

ますので、皆さんお忙しいとは思いますがご協

力をお願い致します。 

 今日は戦後から今に至るまでの時代を反映す

るようなスターやアイドルの登場について話し

たいと思います。 

 時代のシンボルとして 10 年刻みで一人ずつ

挙げてみました。1950年代が美空ひばりさん、

1960 年代は吉永小百合さん、1970年代は山口

百恵さん、1980年代は松田聖子さん、そして今

は AKB48 というようにその時代のスターが生

まれました。 

 人気者というのはそれぞれの時代の価値観を

表した存在だと思います。まず美空ひばりさん

は戦後の混乱、復興期のがむしゃらさや逞しさ

が支持されていたと思います。そして吉永小百

合さんは高度成長期の努力や真面目さ、ひたむ

きさが象徴でありました。 

 山口百恵さんは低成長期に入った日本の社会 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 八木 勉会長 

 



 

 

 

 

     

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

ゲ ス ト 紹 介  

サク・セイナン様  米山学友 

横溝 志華 様   相模原中 RC 

幹事報告 高橋幸一幹事 

 

米山奨学・米山学友委員の横溝と申します。 

本日、サク・セイナンさんの随行員としてお邪

魔させて頂きました。所属は相模原中ロータリ

ークラブです。 

 私は米山奨学委員は 5 年目で、第 5 グルー

プで 4 回もお邪魔したクラブもありまして、

私が行くと「また寄付の呼び掛けですか」と言

われております。 

 皆さんもご存じの通り、米山奨学事業の奉仕

活動は全国のロータリアンから頂いた寄付金

を資源として、日本で勉強している外国人を支

援しています。 

今まで皆さんからたくさんの寄付を頂き、多

数の優秀な奨学生を送り出していますが、これ

からもこの事業を継続していくために皆さん

の寄付が欠かせません。地区の目標として一人

2万円以上になっています。強制ではありませ

んが、是非よろしくお願い致します。 

それではサク・セイナンさんの卓話をお楽し

み下さい。 

2015-2016年度地区資金会計監査報告書 

10月のロータリーレート 1ドル＝102円 

第 50 回神奈川県ロータリアン親睦テニス

会案内通知 

ハイライトよねやま 198号 

  

 米山記念奨学会 

  10月米山月間資料 

佐藤ガバナー補佐 

 第 4回会長・幹事会開催案内 

相模原東 RC 

  ビジター費についてのお知らせ 

 相模原西 RC 相模原大野 RC 相模原橋本

RC 相模原中 RC 相模原柴胡 RC 

例会変更通知 

  

その他の受領書類 

 つくい湖湖上祭実行委員会 

  「つくい湖湖上祭」後援・協力依頼 

 

 第 2820地区倉沢ガバナー 

  鬼怒川水害義援金報告書 

 

サク・セイナン氏紹介 
米山奨学・米山学友委員横溝様 

 

 

  
     

週報受領 

 相模原南 RC 相模原柴胡 RC 

 

ロータリー関係受領書類 

ガバナー事務所 

 R 財団月間（11 月）卓話及び財団補助金申請

に関する説明通知 

2019～2020 年度ガバナー・ノミニー選出の件

及び候補者提案に関する告知 

 

 そして現在の人気者 AKB48ですが、こちら

は総選挙を行い、人気のあるメンバーを選んで

います。 

 第 3回目の総選挙で、1位になった前田敦子

さんは以前ファンからバッシングを受けてお

り、それを踏まえて「私のことは嫌いでも AKB

のことは嫌いにならないで下さい」という言葉

を言いました。この言葉が彼女を今の存在のし

たのではないかと個人的に思っています。 

 1990 年以降アイドルは多様化して細分化

し、一人で時代を代表するような存在は姿を消

しました。おニャン子クラブは 80 年代、その

後モーニング娘、現在の AKB48となっており

ますが、現時点でアイドルを論じる場合、

AKB48 の存在が不可欠ではないかと思いま

す。否定的な評価もありますが、10 年以上続

き時代の中で存在価値を増しておりますので、

これからも注目するべきではないかと思いま

す。 

 スターやアイドルを通じて時代の流れを読

んでみましたが、皆さんもたまには自分の好き

なスターやアイドルと流行った時代を思い出

してみてはいかがでしょうか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓  話  

サク・セイナン様   

 大和中ロータリークラブに所属していました

米山学友のサク・セイナンと申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 まず生い立ちから現状までをお話させて頂き

ます。1993 年、中国の吉林省吉林市で生まれま

した。吉林省というのは旧満州にある省で、北朝

鮮、モンゴル、ロシアに近くとても寒い所です。 

 そこで 7年間過ごして、小学校に入学する頃に 

北京に引っ越し、中学 1年まで住んでいました。 

 2006 年に両親の仕事の都合で日本に来まし

て、東京都の江戸川区立西葛西中学校という公立

の中学校に編入しました。今から 10 年前の事で

す。そこで 2年半中学校生活を送ったのですが、   

急な来日で（夏休みに入って、日本に行かない

かという話になり来日）その当時は自分の名前す

ら言えませんでした。 

そして、在京外国人生徒の入試方式を使い、

2009 年の 4 月に東京都立国際高校に入学しまし

た。渋谷から 2駅の所にある学校です。通ってい

た中学校は私を含め外国人は2人しかいませんで

したが、高校は外国人や帰国子女が多く、勉強以

外のことが忙しかった 3年間でした。 

 バドミントンとボランティア、お琴、ギターの

弾き語りのバンドも組んでいました。また、国立

大学に進学するために塾にも通っていましたが、

高校2年の時に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

に見学に行って、一目惚れしましてどうしても進

学したくなりました。 

 両親にも無理を言って、2012 年 4 月に慶應義

塾大学に入学しました。 

 私の通っていたキャンパスは略称を SFC と言

います。慶應藤沢キャンパスだから本当は KFC

のはずなんですが、ケンタッキーと同じになって

しまうので、湘南藤沢キャンパスの SFC にして

います。 

 私は大学で環境問題を勉強し、卒業して今は大

学院に通っています。 

 国立大学への進学しか許してくれなかった両

親に、生活費は自分で何とかすると交渉して学費

を出してもらい、私立の大学に進学しました。そ

のため作文のコンテストに応募して賞金を頂い

たり、大学 1年の時は大学の給付奨学金、2年時

は JASOO （日本学生支援機構）の学習奨励金を 

3年から卒業するまでの 2年間は米山奨学金を頂

いていました。 

 慶應義塾大学から色々な奨学金の案内があり

ますが、その中でも米山奨学金は特に人気が高い 

いです。奨学金の額が高いというのもありますが、米山

米山奨学金はカウンセラーが付いて、ロータリー 

クラブに所属し色々なイベントに参加できるとい 

う特徴があります。 

 留学生は所属する団体が無くて、所属感がな 

いという人がほとんどで、困ったことがあって 

も誰に相談すればいいのかわからない場合が多 

いのですが、米山奨学生になればカウンセラー 

の方に相談できるし、イベントに参加すると友 

達が増えて、留学生の先輩達に就職活動や大学 

院への進学など色々な相談もできます。私も米 

山奨学生に選ばれて光栄に思っています。 

 米山奨学生になってから、まず初めに大学の 

近くへ引っ越しました。その前は小田急線の百 

合ヶ丘に住んでいて、通学にバスの時間も含め 

ると往復 3時間位かかり、いつも終バスの時間 

を気にしながら勉強していました。 

 それが大学から歩いて 10分程の所に引っ越し 

ができ、バスを使う必要もなく、好きなだけ研 

究室で勉強をすることができました。また第 2 

外国語としてフランス語を勉強していたので、 

奨学金を頂いてから電子辞書を買いました。 

 私は高校の時からずっとアルバイトをしてい 

て、自分の力で稼げるのは嬉しいのですが、4 

年間しかない大学生活をアルバイトに費やすの 

はもったいないと思い、奨学金を頂いてからは 

平日は大学で先生のアシスタントをして、土日 

はアルバイトの時間を短縮し、できるだけ勉強 

に専念するようにしました。 

 今は慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 

環境デザイン・ガバナンスプログラム・グロー 

バル環境システムリーダーコースで熊本県水俣 

市の一般廃棄物のマネージメント、中国大都市 

における空気汚染の測定とその改善法について 

勉強しています。 

 今、修士 1年ですが、進路について悩んでい 

まして、まだ就職活動はしていません。 

 日本に来て今年で 10年目になりますが、日本は 

は私にとって留学先というよりも第二のふるさ 

とのような存在です。日本で進んだ技術を勉強 

して中国に帰ってそれを応用するだけではなく、日本 

日本人の几帳面な性格、礼義正しさ、こつこつ 

努力するところなどを学び、そういう日本人の 

いいところも中国で共有できたらいいと思って 

います。 

 これからの目標はグローバルな人材になるこ 

とを目指し、環境問題を通して日本と中国をよ 

りよい国にしていきたいと思っています。  

 ご清聴ありがとうございました。 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
スマイル委員会 水野 茂委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

相模原中 RC 

 横溝志華 様  皆様、本日の随行員として伺っています。サク・セイナンさんの卓話をご期待下

さい。 

 

津久井中央 RC 

 八木 勉会員  地区米山委員の横溝様、又、さく様、ようこそおこし下さいました。  

井上 旭会員  横溝志華ちゃん、サク・セイナンさん、ようこそお越し下さいました。 

久しぶりのホームグランドで例会、楽しく過ごしています。昼食は久しぶりに松

葉の弁当です。こちらも楽しみに頂きました。 

 山﨑和彦会員  横溝さん、サク・セイナンさん、ようこそ津久井に又、卓話ありがとうございま

した。 

4日、5日とペット検査をしてきました。年のせいか色々心配事が増えました。早

め再検査しようと思っています。皆さん長生きしたかったら、健康には気を付け

ましょう 

小川洋一会員  米山地区委員の横溝さん、学友のサク・セイナンさん、ようこそ津久井中央 RC

へ。本日は宜しくお願い致します。 

森田正紀会員  横溝様、本日はおいそがしい所ありがとうございます。 

         サク・セイナンさん、卓話ありがとうございました。 

小山里枝会員  相模原中 RC から地区米山委員の横溝様、米山学友のサク・セイナン様、本日は

津久井までありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

        9月の 100人運動会お疲れ様でした。今月 23日の藤野ふる里まつりも宜しくお願

いします。 

        さて…今日、例会場に来るまでに 2 回もヒヤッとする運転をしてしまいました。

事故にならず良かったです。自分に罰金でいつもよりたくさんスマイルします。 

佐藤祐一郎会員 横溝さん、サクさん、本日はありがとうございました。 

 前沢弘之会員  横溝さん、サクさん、今日はありがとうございました。 

         八木会長、「アイドルから時代を読む」おもしろかったですよ。私は、山口百恵よ

り桜田淳子派だったような気がします。遠い昔。 

 水野 茂会員  サク・セイナン様、横溝様、津久井の地までようこそいらっしゃいました。あり

がとうございます。 

         会長、長渕剛の話が聞きたかったです。先週コンサートに行かれたようなので、

おみやげはありませんでしたが。 

 
 


