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経済と地域社会の発展月間／米山月間

第 2381 回例会

2019.10.15

司会：吉田悦子副ＳＡＡ

今月は米山月間です。今日は米山奨学生の方に卓
話をお願いしています。米山月間のときぐらいは「ハ

・ＲＩテーマ
点鐘
・ロータリーソング
・クラブソング
・四つのテスト

イライト米山」という会報がありますので読んでみ
ましょう。地区のホームページに毎月載っています。
少しご紹介します。
米山梅吉記念館が５０周年をむかえ、式典が ９ 月１４
日にあったそうです。 ９ 月までの米山の寄付は昨年と
比べて１．５％増、約５７０万円の増加だそうです。だいた
い月 １ 千万くらい寄付があるそうです。伝統衣装で日
中交流という、 ７ 月 ７ 日、日本と中国の伝統衣装の
ファッションショーをやったそうです。このイベント
を企画したのが米山学友の田中さんという方で、田中
さんが所属するクラブの名前が東京米山友愛ＲＣで
ビックリしました。初めて知りました。ミャンマーの
米山学友会で、元国際ロータリー会長の田中作次氏
からの寄付で「田中作次奨学金」を設立して、ミャ
ンマーと交流しているという記事がありました。
ご興味があったら読んでみてください。

ゲストの紹介
米山奨学生
交換留学生

隆芳（りゅうほう）さん
レベッカ・ニックスさん

誕生日祝い
櫻井研司会員

会長要件

大入武志会員

２８３０地区のホームページにガバナーエレクト紹介
で源新会員が載っていました。
山内一晃会長

ガバナー月信から気になったのが出席率です。 ８
月の出席率が南グループで一番悪かったということ
で、皆さん頑張って出席して頂きたいと思います。

まずは台風１９号の被害を受けたという話
を聞いていないでしょうか？無かったよう
でよかったです。この週末は台風が二つ
あったと思います。悪い方は１９号、良い方はラグビー
じゃないでしょうか。世界的に台風の目になったの

幹事報告

ではないかと思います。
今月は世界ポリオデーが１０月２４日にあります。１０
月は経済と地域社会の発展月間となっております。
これに関してですが１０月から消費税増税になりまし

佐々木悦郎幹事

◎皆様からお預かりした九州北部豪雨災害
支援金を無事に振り込みました。
◎台風１５号の千葉県災害支援金を回覧して
いますのでご協力お願いします。

た。私が意識したのが、呑む前にいつもコンビニで
ドリンクを買うんですが、店員に店内で飲むか聞か

◎アクトの翼の募集
令和 ２ 年 １ 月 ２ 日出発

れ、袋づめのことだと思って「飲む」と答えて、
７５０円しなかったのが７５０円で足りなかったという、
ボランティア精神で ２ ％払ってきました。

◎クラブ拡大会員増強セミナーのご案内
１２月 ８ 日 ホテル青森
◎次週１０月２２日は休会です。
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親睦委員会

大沼

衛会員

ニコニコＢＯＸ
八戸北ＲＣ
大入武志会員：誕生祝ありがとうござい
ます。
櫻井研司会員：誕生日お祝いありがとうござい
ます。７３歳です。
米山記念奨学金
千葉清彦会員：
源新育子会員：

います。
趣味は水泳とジョギングです。自分で決めた目標
をクリアすることで達成感を感じます。前から続け

澤口忠彦会員：
平野榮子会員：リュウホウさん、よろしくお願

てきたので今でもストレス発散法の一つになってい
ます。将来的に看護師の仕事に就きたいので、仕事

いします。
平野 薫会員：隆芳（りゅうほう）さん、今日
は米山外部卓話、よろしくお願いします。
大沼 衛会員：

では体が資本なので、これからも運動を続けていき
たいと思っています。今も週に ２ ， ３ 回ぐらいジム
に通っています。
家族は父母、弟もいます。弟は弘前学院大学の ２
年生です。私は今、看護学専攻の ４ 年生です。実習
とか来年の春に卒業なので卒業研究を中心として取
り組んでいます。
留学先としてなぜ日本を選んだかというと、まず、
高校を卒業した年齢で海外への、自分が何も知らな
い世界に興味を持っていました。日本は距離的にも
文化的にも中国と近いものがあって、留学先として
最適と考えました。二つ目は、自分が子どもの頃は
体が弱くて入退院の生活をして看護師さんにいつも
お世話になっていました。痛みにすごく敏感な私に
も、気楽に治療できるようにぬいぐるみとかで気を

ポリオ・プラス
奥寺良之会員：
大入武志会員：
小野晶子会員：

出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率

７１．０５％
６７．５７％

米山記念奨学生卓話
弘前大学医学部保健学科 ４ 年
皆さんこんにちは。弘前西Ｒ
Ｃにお世話になっております。

紛らわせてくれて、看護師に対する印象が強かった
です。だから自分も看護師になって苦しんでいる患
者さんを笑顔にしたいと思いました。中国の看護師
は注射や薬の投与などが主な仕事で、トイレに付き

今日はこのような機会を頂き本
当に光栄だと思っています。どうぞよろしくお願い
致します。今日の卓話のテーマは自分が日本での留

添ったり、体を拭いたり寝返りをさせたりというこ
とは家族が泊まり込んで行わなければならないのが
現状です。だから知識や技術があってやっているの

学生活から色んなものが得られたのでその一部をお
話ししたいと思います。
私の出身地は湖南省、邵陽県という所でけっこう

ではないので、日本の看護師さんのように相手を思
いやる気持ち、豊かな人間性、幅広い専門的な知識、
熟練した技術などを合わせ持って、患者さんやその

南の方です。湖が多くて中国の南の方なので湖南と
呼ばれるようになりました。湖南料理の特徴は辛さ
です。中国で一番辛い料理と言われています。日本

ご家族に安心と安全を与えられる、実践力のある看
護師を目指して日本への留学を決意しました。
大学に入って最初の頃は、日本語があまり話せな

ではあまり知られていません。四川料理は唐辛子と
山椒を効かせた舌が痺れるような辛さですが、湖南
料理の辛さはひと味違います。見た目も真っ赤で

いので緊張して、クラスメイトとの交流も殆どなく
て、段々、グループワークなどを通してクラスメイ
トとの交流も多くなりました。交流を通して自分が

けっこう辛いです。自分も子供の頃から辛いものを
食べていたので辛いものが大好きです。今でも辛い
ものを食べないと元気が出ない感じで朝から食べて

気づいてなかったこととか、自分と違う考え方とか
発想を知る機会になりました。クラスメイト達は中
国に行ったことがないので中国のことについて食文

隆

芳さん
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化とか色々興味を持って私に聞いてきました。その
代わりにクラスメイト達からは日本の習慣とか食文

心から感謝申し上げます。
来年の春に卒業なので卒業研究をしています。今

化について色々教えてもらいました。こうやってク
ラスメイトと交流してみると、彼らも私と同じ趣味
を持っていたり、同じ悩みを持っていたり、色々共

は在日外国人の増加にともない医療機関に於ける外
国人患者が年々増えているため、医療施設では看護
師が外国人に接する機会も増えることを考えて、今、

通点も多く、これまで遠い存在だと思っていた日本
もいっきに身近に感じました。
大学では色々専門科目を履修してある程度の専門

弘前大学に在籍している留学生を対象にアンケート
をとりました。そこから収集したデータを分析した
結果、三つの結論が得られました。

知識を備えていますが、自分にとって大学で一番学
んだことは、患者さんの病気にそったケアの大切さ
です。患者さんに看護ケアを提供するときも色々迷

一つ目は外国人医療において受ける側、提供する
側ともに言語が大きな問題になっています。とくに
最近では、都市部や主要な観光拠点以外でも在日外

うこともあり、同じ疾患、年齢の人でも今まで生活
してきた違いによって本人の望みが変わってくるの
で、個別性のある看護ケアを提供できるように、ま
ず相手のことを知ることからです。実習では相手を

国人留学生や在日外国人、外国人旅行者の数も増え
てきていることから、これまで外国人患者の受診が
無かった地域でも、外国人の受診が珍しくない状況
になっています。そのため日本の医療現場における

理解することは難しくて、なかなか話してくれない
とか、心を開いてくれないとか、入院患者と信頼関

多言語での対応、特に英語による会話の充実化をは
かるとともに、外国人患者ももっと安心して治療で

係を築くのは難しいと感じました。看護師も一人の
人間なので相手を１００％理解することは難しく、出
来ないということも事前に知っておく必要があり、
相手を尊重、尊敬する姿勢を持ち、自分も人生経験
や人生観で相手を決めつけないことが重要であると
考えました。自分の限界を認めた上で理解したいと
思う謙虚さは相手を理解する為に必要なものだと学
びました。
普段の実習では弘前大学医学部付属病院にお世話
になっており、実際に実習を通して病院の雰囲気も
感じることが出来ました。素晴らしい先輩看護師が
沢山いることを実際の実習でも感じました。看護師
さんの仕事は医師の診療の補助となっていますが、
すべて医師が言うままやるのではなく、資格を持っ
て働いているので自分なりの判断力も不可欠だと感

きる環境を整備していく必要があると考えます。
また二つ目は、在日外国人留学生はこれまでの受
診行動の中で、自分自身の文化の背景が注目されて
いないことを実感しており、不安を抱えたまま日本
の医療機関の受診行動をとっていたことが明らかと
なりました。医療文化、習慣の壁をこえるためには、
日本の医療従事者と外国人患者、お互いにその国の
医療制度とか医療現状について学習していく必要が
あると感じました。
三つ目は、在日外国人留学生にとって医療現場で
は言葉よりも伝える気持ちの方が求められる人が少
なくないということが明らかになりました。そのた
め、日本の医療従事者は外国人患者との言葉が通じ
る語学力を持っているかに捕らわれず、外国人患者
としっかり向き合い外国人患者をケアしていくこと

じました。実習でステキな先輩看護師と出会って雰
囲気も気に入って、そこの看護師職員の試験に応募
しました。皆さんのご支援のお陰で学業に専念する
ことができ、内定を貰うことができました。本当に

が非常に重要です。患者さんを理解しようとするこ
とが看護ケアのすべてだと考えています。
日本に来て驚いたことです。まずはバスや電車の
中で居眠りする人が多いことです。公共の場所でも
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堂々と眠ることは奇妙な光景だと思っています。中
国では幼い頃から、バスや電車の中で寝てはいけな
いと教えられました。理由は、寝ている間に鞄とか
貴重品が盗まれる可能性があるので、また、隣や向
いに座っている人に迷惑をかけることもあるので、
マナー的にも公共の場では居眠りすることはよくあ
りません。日本では多くの人が電車で眠り、たまに
隣の人の肩にもたれかかって眠っている姿を見かけ
たり、降りる駅の前に突然動き出し探す光景を見て
驚きました。
二つ目は、安いのに先進的なカプセルホテルがあ

的にゴミが集められる、だから町並みがきれいなの

ることです。日本は世界的にも物価が高い国なので
都市部で少しでも安く泊まろうと検索すると、必ず
といっていいほどカプセルホテルが出てきます。狭
い空間なのに一つ一つのスペースにドアが有りプラ

はゴミの収集が徹底されているからだと思っていま
す。
以上のように同じアジアの国でも日本には違うこ
とがいっぱいあると感じました。日常生活の中で

イベートも守られていて、テレビとかカウンターと
かパジャマまで用意しているのはすごいなと思いま

色々な違いを発見していくことは面白いです。今後、
勉強するとともに色々な知識を磨いて、日本人の行

した。
最近は女性用のカプセルホテルも増えており、
予算を抑えながら快適に宿泊できると外国人観光客
にも好評です。
あとは、皆マスクを愛用していることです。日本
では風邪を引いて出かけるときマスクをするのはマ
ナーですが、そうでないときもマスクをしている人
が多いと感じました。中国ではマスク文化はありま
せん。マスクをする人は医療従事者というイメージ
があって、中国では生涯一度もマスクをつけたこと
が無い人が９８％以上います。北京だと空気の関係で
マスクしている人もいるけど、日本は空気もきれい
でそんなに汚染されていないにも関わらずマスクを
日常的につけることに驚きました。
あとは性格の面でも違いを感じています。日本人
はなかなかＮＯとは言わない人が意外に多いです。

動の仕方や考え方が出来るように頑張っていきたい
と思っています。
米山奨学生になって感じたことです。初めて例会
に出席するとき、社会的地位のある方が多くいらっ
しゃるので、偉い方とうまく交流できるか不安でし
た。毎回、例会とかイベントとか家族の集まりとか
あって出席するときもロータリアンの皆さんは温か
い笑顔で迎えてくれて、大家族の一員として受け入
れてくれて、異国で生活している私に家族の温かさ
を感じさせてくれました。本当に有り難い気持ちで
いっぱいでした。ロータリーは金銭面だけでなく精
神的な面でも大きな支えになったと感じました。
また多くのロータリアンと出会って、色々な分野
の方とコミュニケーションをとり、私にとって貴重
な情報を得ることができました。視野も拡大するこ

その代わりに「けど」とか「でも」とか使ってフォ
ローしたり、遠回しに断ったりしています。確かに
優しいというところもあるんですが、話が煩わしく
て、自分が混乱したことがありました。

とが出来ました。コミュニケーション能力の向上も
自分自身にとって最も成長した点だと思っていま
す。卓話は国際理解と文化交流のための発展でとて
も有意義な活動だと思っています。毎月の卓話の練

あとは食事の仕方と小皿の食文化です。日本では
当たり前にラーメン、そば、味噌汁など音を立てて
食べる文化があります。中国では失礼な食べ方で、

習を通して、より深く学んでいくことを心掛けるよ
うになりました。今後の卒業研究の発表や社会人に
なってからも仕事に生かそうと思っています。

私にとっては珍しい食べ方だと思っていました。料
理も小皿に分かれていて、中華料理では大皿で皆で
シェアして食べる文化で、大皿で食べる文化の国が

臨時実習、就職活動、卒業研究など忙しい時期に
米山奨学金のお陰で学業に専念することが出来まし
た。米山奨学生になれたことを誇りに思って、来年

多い中で、日本のように小皿で一人分が決められて
いるのが新鮮に感じました。
あとはゴミの処理方法です。日本では道路にゴミ

２ 月の看護師国家試験に合格出来るようにこれから
もっと頑張っていきたいと思っています。
ご静聴頂きありがとうございました。

箱がなくても町並みがきれいです。ゴミの分別シス
テムが発達していると思います。ゴミの種類によっ
て収集する日も違うので、指定されたゴミ以外は自

点鐘

宅に保管することになります。分別されるので効率
（誤字脱字がございましたらご容赦ください）
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