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財団で働き始めました 
 

舘上 浩太 
 

はじめまして。舘上 浩太と 

申します。今年 2月、岡本財団 

に職員として入職しました。 

まだ慣れない仕事でご迷惑を 

お掛けしてしまうこともあるかと 

思いますが、今後ともよろしくお願い致します。 

岡本財団が設立された 1992年、私はまだ小学 2年生

でした。当時、家族の夕食は財団設立に関する手続き

の話題で持ちきりでしたが、そんな難しい話は私に分

かるはずもなく、よくつまらない思いをしながら食事

をしたものです。 

現在行っている 5月の一泊旅行や、12月の年忘れパ

ーティーのようなイベントは設立間もない頃から行わ

れていて、奨学生、ならぬ小学生の私もたまに参加さ

せてもらっていました。一人小さいのがちょろちょろ

参加して邪魔者だったでしょうが、留学生の皆さまに

はいつも親切に接していただきました。有り難く感じ

ています。 

会社経営において成功を収めた後に、なぜ留学生支

援のための財団を設立しようと考えたのか、祖父であ

る故・岡本正会長は、その決意と信念をよく私に教え

てくれました。しかし小さい頃の私には、祖父がいか

に偉大か、そして私財を投げ打って財団をつくること

がいかに素晴らしいことか、今一つ理解できずにいま

した。 

祖父の偉業が理解できるようになったのは、私が成

人した後でした。社会人となって初めて私は働くこと

の辛さ、お金を得ることの難しさを知り、様々な場面

で会社（組織）の経営が困難を極めることを見聞きし

ました。 

祖父は会社人として精一杯生き、余生はその儲けた大

事なお金を私欲に使うのではなく、潔く社会に還元しよ

うと努めました。私は祖父を改めて尊敬すると同時に、

祖父の生き方の象徴である岡本財団ともっと関わって

いきたいと強く感じました。 

そして、昨年（2016）12 月末、熟考の末勤めていた

会社を退職し、正式に岡本財団に入職する運びとなりま

した。今までは、前述のとおり財団のイベントにゲスト

として「参加」させて頂いていましたが、今年からは職

員として財団を運営する側になりました。少々緊張して

います。まだまだ見習いの身ですが、和久理事長、そし

て事務の板倉さんに財団運営に関する色々なことを教

えて頂きながら日々を過ごしています。 

今後も、ＯＳＦの理念「家族主義」を忘れずに仕事を

していきたいと思いますが、お客様が来ない職場は寂し

いものです。日本国内・国外の皆さん、お近くへお越し

の際は是非緑町の本部や学生会館にお立ち寄り下さ

い！皆様にお会いできるのを楽しみにしております。 

 

 

2017年度前期行事予定 

4 月 10日(月) 

4 月 19日(水) 

5 月 13・14日(土・日) 

5 月 17日(水) 

6 月 8 日(木) 

6 月 9 日(金) 

6 月 21日(水) 

 

奨学生オリエンテーション 

会館生・家族寮オリエンテーション 

奨学生旅行 

会館生・家族寮例会 

奨学生例会 

理事会 

会館生・家族寮例会 

 

6 月 23日(金) 

7 月 9 日(日) 

7 月 13日(木) 

8 月 5～7 日 

8 月中旬 

9 月 12日(火) 

9 月 20日(水) 

 

評議員会 

会館生ＯＢ会 

奨学生例会 

広島慰霊祭参加 

鴨川海水浴 

奨学生例会 

会館生・家族寮例会 

 

 

 

 

3月：卒業式 

晴れてこの日を迎えました 



  

  

 

 

 

2 月 27 日、ペトリさん（H5 会館・

フィンランド）が久しぶりに来団し

てくれました。ご自身が著した日本-

フィンランド語辞典の出版記念式典

出席のため来日されたそうです。フ

ィンランドでの更なる活躍をお祈り

しています。                

3 月 18 日、金主榮さん 

（会館・韓国）が 

結婚しました💛 

幸せな家庭を築いていっ

てね！ 

イベント 
3月：さよならパーティー 

みんな、いつまでも家族だよ☆☆ 
奨学生 

海外から来団してくれた皆さん 
結婚、出産、おめでとう！！ 

会館生 

3 月 18 日、モニラさん

（H16 会館・カンボジア）

が緑町の理事長宅に来て

くれました。2 月に長男

「晴哉（せいや）君」が産

まれたそうです。 

おめでとう！！ 

2 月 18 日、張笑さん（Ｈ22 奨学・

中国）が結婚しました！ 

きれいな花嫁姿です💛 

・1 月 19 日、テグシェさん（H28

会館・モンゴル）に女の子が産

まれました！ナランハンドちゃ

ん（「太陽」という意味）です。

元気に育ってね！ 

・2 月 5 日、レンディさん（H26

会館・インドネシア）に長男が

誕生しました。「プラタマ」君。

おめでとう！！ 

・3 月 15 日、アサドさん（H11

会館・ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）に長男が誕

生しました。すくすく育つこと

を祈っています！ 

＜入館＞ 

・3 月～ベトナムのホァン君が学生会

館に入館しました。礼儀正しく 

       本が大好きです。 

       これからもよろしく 

       ね！ 

 

 

・4 月～ベトナムのミーさん姉妹が家

族寮に入りました。緑町での新生

活応援しています！ 

 

＜退館＞ 

・フーチンさん一家、ジョーさん一

家が家族寮を退寮しました。 

・彭覬龍さん、金主榮さん、フユン

さんが学生会館を退館しました。 

名残惜しいね…また是非財団に遊

びに来てね！ 

 

＜その他＞ 

1 月 4 日、ブギさん（会館、モンゴ 

ル）が会館の委員長に選ばれまし 

た！一緒に、笑顔あふれる会館を創 

っていきましょう。 

3 月 30 日、付照君さん（Ｈ15奨学・

中国）が来団してくれました。 

深圳での活躍をお祈りしています！ 

2 月 15 日、邵巧さん（H26 奨学・

中国）が結婚しました！いつまでも

お幸せに💛 

 

・日本語教室へお越しください！ 

毎週火曜日 AM10:30~初級Ⅱ 

PM1:00~初級Ⅰ, 中・上級 

（都合により変わる事があります。） 

 

 

お知らせ 

会館・家族寮ニュース 

♪2世誕生♪ 

4月：会館生お花見 

西千葉公園の桜が満開です！ 

３
月
：
会
館
生
旅
行 

草
津
温
泉
に
行
っ
て
き
ま
し
た
！ 



 

 

  

私が 2010 年に来日してから 6 年が経ちました。この 6

年間の留学生活のお陰で異文化を理解し、視野を広げるこ

とができたと思います。この中で、「言忠信、行篤敬」は全

てのことに通用すると深く感じました。日本人や他国出身

の留学生との交流では誠実に接すると、言葉が通じなくて

も気持ちが伝わります。真面目にアルバイトをし、専心に

勉強をすれば両立することができます。今は「言忠信、行

篤敬」とは、「誠意を持って人と付き合い、誠実に仕事をす

る、真剣に勉強し研究に取り組む」ことと、私はこのよう

に理解しています。生き方として、誠実より優れているも

のはないと思います。              

最近の世界には、例えば ISテロ等の新しい難問が次々と

生まれていますが、これからの人生で色々な山谷があろう

とも、「誠実より勝れるものはない」ということが常に心掛

けるべき一番大切なことだと実感しています。 

 

 

李 文明（奨学生）    中国（黒竜江省） 

早稲田大学 アジア太平洋研究 国際関係専攻 

あなたにとって一番大切な物は何ですか 
 

私にとって一番大切な物は孔子先生の「論語」にある

「言忠信、行篤敬」という言葉です。この言葉は「言葉

に誠意があって、行為が誠実で鄭重なら、世界中どこで

も通用する。ところが言葉に誠意がなくて、行為が誠実

でなく粗暴ならば、自分の故郷でも通用しない。」という

意味です。 

 最初この言葉を知ったのは中学校の時でした。当時の

私は言葉自身の意味は解りましたが、本当の真の意味は

理解していなかったと思います。高校三年の頃、大学出

願のことで戸惑った時、担任の先生が「自分の人生に対

して誠実な対応をすることが一番大事」と言ってくれま

した。これは正に「言忠信、行篤敬」だと思いました。

高校から大学に入って、初めて親と離れての生活がうま

くいかなかった時、大学を卒業後、就職した会社で人間

関係や仕事の仕方などで困った時、「言忠信、行篤敬」を

守って乗り越えました。その頃の私は環境が変わっても

誠実に困難と向き合えば問題は解決できると感じまし

た。 

 

阮 将軍（奨学生）     中国（湖南省） 

千葉大学工学研究科 デザイン科学専攻 

感謝の心 ―素直に生活の諸相を味わう― 
 

 人間として僅か数十年の人生において、一体何が重要

なことでしょうか。私は何時も考えております。三十歳

になった私は分かるようになり始めました。それは、感

謝の心を込めて素直に生活の諸相を味わうということで

す。感謝の心には親･先生･友達などの人間に対して、そ

して、自然･食物などの物に対してもあり、感謝すること

によって、積極的な人生態度につながると思います。 

 まず、人びとに対する感謝の心を込めて、人間愛を味

わいます。人間尊重と生命への畏敬の念に基づく人間理

解の上に、他の人に対する感謝や思いやりの心があれば、

今ここに自分があるのは自分以外の多くの人びとのおか

げであることを再認識することができるでしょう。そし

て、それらの自覚や再認識から他の人に対する感謝の気

持ちが芽生え、思いやりの心の深化へとつながると考え

ます。 

 次に、物に対する感謝の気持ちの上に、物への慈しみ

を味わいます。肉、魚に限らず、生きものの命をいただ

いて自分の命をつなげることへの畏怖、ひいては命を育 

 

 

 

む自然の恵みへの感謝の気持ちがあれば、家族･友達が食

卓を囲んで共に食事をする時に、食の楽しさを実感するこ

とができ、自然から頂いた物に対する慈しみを共感するこ

ともできます。  

 このように、感謝の心を込めて素直に生活の諸相を味わ

えば、積極的な人生態度とつながると考えます。例えば、

コップに入った半分の水を見て「もう半分しかない。」と

見るのと「まだ半分もある。」という見方は人生態度の著

しい違いで、幸福は物を沢山持つことではなく、感謝の心

を込めた知足です。足るを知る者は常に充実した生活を送

ることができると言われています。 

 人生には必ずしも楽しいことばかりではなく、悲しいこ

ともあります。その楽しさと悲しさによって構築される生

活は美妙な詩のようであると思います。素直に生活の諸相

を味わうことによって、豊富な人生を送りたいと願ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 



  
ぜんわからなくなり、頭が真っ白になり 

ます。「奥様」がないと、友だちとの会話、 

先生とのやり取りができなくなるからで 

す。勿論、美図をこっそりと観賞できな 

いことにもあるかもしれない……。 

最近ちょっと悩んでいます。町を歩いて 

いる時、人とぶつかること、路上で転ぶとか、学校での 

集中力が低下するなど「事故」が相次いで起こるようにな

り、家族、友だち間のコミュニティーもソフト面のみの僅

かな挨拶言葉になっているようです。よく考えてみれば、

私はもともと人間社会から離れているようです。毎分ごと

に頭を下げて草原の馬のようになっている。やっぱり、動

物だ！また人間になりたい！ 

人間に戻るには、とりあえず「奥様」から離れないと人

間になれないようです… 

 あなたはどう思っています？現代社会の私、スマートフ

ォンと「縁を切ること」ができるでしょうか。 

 

趙 百秋（奨学生）   中国（内モンゴル） 

千葉大学工学研究科 建築都市科学専攻   

私の一番大切なもの 
 
人間の社会というものは面白いですよね。どうして、

学生は学校に通って勉強するのか、どうして大人は毎日

仕事をしなければなりませんか。どうして人々はコミュ

ニケーションをしなければならないのでしょうか……。

原因は人々それぞれに大切なものがあるからです。 

私の大切なものはいろいろありますが、一番大切なも

のの名前は「奥様」です。が、実はこれは「スマートフ

ォン」です。毎朝 6 時に起きてから「奥様」によって友

だちとのモーメンツ、社会新聞を見ながら一日の生活が

始まります。それからの朝ごはん、町歩き、信号を待つ、

学校の勉強、授業中でも「奥様」との繋がりがなくなる

ことはありません。何分間か繋がりが無いと心が空いて、

緊張しつつ、何をするか、これから何を考えるか、ぜん 

 

ゼミ活動で行った「鹿教湯温泉地区デ 

ザインプロジェクト」では、地域資源の 

再発見、再認識の研究をしました。また、 

長野大学のアイデンティティーを「形」 

にするため、大学の歴史年表を作りまし 

た。現在は、千葉大学材料研究室に所属しています。学部

の研究テーマである地域デザインと離れているように感

じられますが、地域デザインにおいてその地域だけの地域

特性を材料として考えるため、材料研究室に入ることに決

めました。現在の研究テーマは「経時変化に着目した材料

設計方法の検討」です。多くのプラスチック製品がその物

理的寿命を迎える前に廃棄されている点に着目し、製品の

価値寿命を延ばすことによって、製品の長期利用を促すよ

うな設計方法を示すことを試みます。製品を構成する樹脂

の中に複合フィラー（充填材）を混入し、塗装によらない

プラスチック製品における質感が、変化するようなサンプ

ルを作製します。ついで作製したサンプルを被験者によっ

て印象評価を行い、それらの質感や印象を明らかにしま

す。すると、プラスチックにたいして「プラスチックらし

くない」「高級感がある」「愛着がわく」などの新しい印象                

を与えることができると思います。プラ

スチックで実現できる表現が増えると

ともに、製品制作において低コストで

様々なものが大量に作られ、社会に貢 

献できると思います。 

 将来、私は世界の人たちに癒しを与える人になりたいで

す。日本留学はこの夢の基盤になっています。さらに、日

本での生活を通して夢に対する心が強くなり、夢に一歩近

づいたと思います。今度は韓国と日本を超え、アメリカや

ヨーロッパなど世界を周り、視野を広げたいと思います。

そして思いやりの心、おもてなしの心を持っている、心の

デザイナーになりたいです。そのため、人々が幸せになる

ために常に考える力を鍛えていきたいと思います。 

 

 

 

白 柳爛(会館生)    韓国(忠清北道) 

千葉大学工学研究科 デザイン科学専攻 

「専攻科目の専攻理由と将来の目標」 
 

高校一年生の冬に福岡へ行ったことがあります。日本

へ初めて来た時でした。その時、日本人の生活文化から

日本の実用的なデザインに関心を持つようになりまし

た。美しさだけではなく、実用性を高めたデザインが魅

力的だと思いました。芸術性を重視する韓国に比べて、

日本は実用性を重視していると感じました。 

私は美術が好きで美術系高校に進学したかったのです

が、一般高校に進学して将来のことについて悩んでいま

した。その時、私が通っていた高校と日本の長野大学が

協定校関係を結んだことをきっかけに、デザインや情報、

経営を学ぶことができる長野大学の企業情報学部を知る

ことができました。高校一年生の時に抱いた日本の魅力

と、以前から悩んでいたデザインへの思いを叶えるべく、

長野大学で学びたいという気持ちが強くなりました。 

高校三年生の一年間日本語を勉強し、卒業してすぐ日

本へ来ました。私が日本に来た年に東日本大震災があり

ました。そのため、日本への出国が延びるようになり、

周りからは留学を止められましたが、私は日本への留学

を硬く決めていました。いつも私を応援してくれる親は、

自分の夢に向かって挑戦してみなさいと言って、私をサ

ポートしてくれました。 

私は、将来デザイン系の会社を設立するという夢を持

って入学しました。企業情報学部でデザインと経営を学

ぶと同時に、自分の夢に向かって基礎を作り上げること

ができました。大学での様々な活動を通して学んだこと

は、「目に見えないことが重要」ということです。私の担

当教員は、つねにデザインする前に思いやりの心、おも

てなしの心を持つことを強調しました。それから、私は 

目に見えないことを形にしたいと思いました。そのため、 

 

 

 


