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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （10月29日 第１8回）早朝例会（分収造林）               担当：環境保全委員会 

第16回（通算2396回）通常例会報告 

日時：2015年１０月15日（木） 

場所：ＡＮＡクラウンホテル千歳 

プログラム：通常例会 

担当：ロータリー財団・米山記念奨学委員会 

司会：ＳＡＡ・プログラム委員会 浅利 恵美子 委員 

四つのテスト：出席・資料管理委員会 岡崎 進 委員 

  

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

 本日のお客様のご紹介を致しま

す。米山奨学生 金 鑫（キンシ

ン）様 、地区米山記念奨学委員会 

三浦 信一 様（札幌清田ＲＣ）、

千歳セントラルRC 会長  尾本 

眞二 様、 千歳セントラルRC 会

長エレクト 関根 悟 様以上で

す。よろしくお願いします。 

会長挨拶(会長代理 大西 信也 副会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１５年10月29日 

第16号 （通算22６7号） 

    ～10月は経済と地域社会の発展月間～  

 本日は、米山奨学生  金  鑫 

（キ ン シ ン）さ ん、よ う こ そ い

らっしゃいました。あとで卓話よ

ろしくお願い致します。 

 1 0月4日岩見沢市で行われまし

た地区大会に出席していただいた

会員の皆様お疲れ様でした。本

日、沼田会長は所用のため欠席し

ております。副会長の任務であり

まする会長代行を私が務めさせていただきます。 

  地区大会での記念講演での基調講演は岩見沢出身の外交ジャー

ナリストの手嶋龍一さんでしたが、北方領土の問題についてのお話

が記憶に残りました。懇親会では、バンケッターやかわいいお姉さ

んがエプロンをつけて動き回っておりました。料理とおもてなしが

良かったと思いました。地区大会での表彰における永年出席

100％会員表彰がありますが、沼田会長のいる時に行いたいと思

います。 

 今月8日の丸駒温泉夜間移動例会では台風の接近で大荒れでし

た。丸駒温泉旅館にたどり着けるか本当に不安になりました。道路

には、倒木があったり、トラックが横転していたりと皆さんやっと

の思いでたどり着き、20時30分頃より例会が始まりました。親睦

活動委員会の皆様の素晴らしい企画で楽しい出し物がありました。

また二次会ではカラオケルームで歌や踊りで大いに楽しませていた

だきました。親睦活動委員会の皆さんありがとうございました。特に

記憶に残る丸駒温泉夜間移動例会でした。また、この日は24名の方が

宿泊されました。 

 10月5日にノーベル医学生理学賞を北里大学特別栄誉教授の「大村

智さん」が受賞しました。私立大学からの受賞というのも素晴らしい

ことです。もっと素晴らしいのは私の母校ということです。一躍、北

里大学も有名になり、個人的に嬉しいです。北里大学は理系の総合大

学で医学部、獣医学部、薬学部、医療衛生学部、海洋生命科学部、看

護学部、理学部などがあります。北里柴三郎先生が北里研究所を作ら

れ、その流れから、北里大学が作られました。北里先生は破傷風菌の

純粋培養に成功され日本の細菌学の父といわれております。 

 私が北里大学に入ったとき初めて教わったのが破傷風菌の形です。

これは、特徴的な形をしていて「ドラムスティック」と言います。簡

単にいいますとマッチ棒の形です。これは大学の校章にも使われてお

ります。破傷風菌は、昔からあり、嫌気性桿菌で、古い釘を踏んだり

すると発症して手足の硬直、開口障害などの神経症状を発症して最終

的には呼吸不全で死亡する恐ろしい病気です。北里先生は破傷風菌の

純粋培養に成功されたことにより、抗培素（抗体）を発見して結成治

療で治療することができるようになりました。 

 10月7日にノーベル物理学賞を東京大学宇宙線研究所長の梶田隆章

教授が受賞されました。自然科学系のノーベル賞受賞者の2000年以

降の受賞者数を国籍別で見てみると、アメリカに次いで2位だそうで

す。しかし、今後も受賞が続くとは限らないそうです。これまで受賞

した研究者の成果は、30代から40代前半という比較的若い時代に挙

げたものが多く、近年は若年研究者を取り巻く環境は厳しくなってい

るからだと新聞に書いてありました。 

以上で挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

    ～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

１．千歳セントラルRＣ尾本会長、関

根会長エレクトようこそ。また、米山

奨学生 金 鑫 （キンシン）さん、

本日の卓話よろしくお願いします。 

２、10月4日、岩見沢市における地区

大会に参加していただきましてありが

とうございました。 

３、10月8日の丸駒温泉夜間移動例会

には悪天候の中多数の会員の皆様に出

席していただきました。親睦会では、親睦活動委員会の皆様にすてき

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

お客様紹介（大西 信也 副会長） 

千歳セントラルＲＣ会長挨拶(尾本真二会長) 

 こんにちは。私たち千歳セントラル

Ｒ Ｃの創立２５周年記念例会に全員登

録ということで登録していただきまし

て有難うございます。 

 今日はそのお礼に私、会長である尾

本と会長エレクトであります関根 悟の

2人で、駆けつけてまいりました。11

月15日が開催ということでちょうど

1ヶ月となりました。だんだん迫って

きている感じがしております。 

 当日は、一生懸命頑張りますので、ご出席の方よろしくお願い致し

ます。有難うございました。 
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出席率 

今回：57.9% (１０月１５日=33/57 実数)  

確定：91.2% (   9月２４日=52/57 ､うちMu0名） 

ロータリー財団・米山記念奨学委員会卓話 

応募者があり、選考については800字詰めの小論文を書いてもらう

のと、10分程の面接によって選考されます。そして本日、奨学生に

選ばれた金 鑫（キン シン）さんに卓話をしていただきます。 

◇米山奨学生 金 鑫（キンシン）様 

 皆さんこんにちは。ただいまご紹

介がありました金です。よろしくお

願い致します。本日は日本に来て、

この国で経験したこと、ここで勉強

したこと、そして自分がどう変わっ

てきたことをお話したいと思い、ご

縁という言葉を意図としてお話させ

ていただきます。 

 私は2012年（平成24）4月に

日本に来ました。中国の大連の大学を卒業し日本語講師として一度

就職しました。その時私は日本に留学したく、日本の大学と繋がり

のある仲介の方にお願いをし、新潟の専門学校に入学したのです

が、志望した専攻と少し違い1年間で退学してしまいました。そこか

ら縁あってこの北海道の来ることになり、新潟で経験したことを基

に今後40年の人生を見据えた中で、何がしたいのか、どう生きてい

けばいいのかと思い、心理学の勉強をしようと思い北海道教育大学

心理学部を受験させていただきました。最初は何も分からず、中国

の友達に心理学の本を送ってもらい一生懸命勉強しました。そして2

カ月後、研究生になってはどうかと現在の先生にお言葉をいただき1

年間の研究生を含め、4年間心理学を勉強することができ、その間の

充実感と先生との信頼関係もこの北海道に来てご縁があったのかな

と思っています。 

 そしていろいろな仕事を通し日本の習慣を勉強していきながら人

とのご縁をいただくことが出来ました。そして米山奨学制度を受

け、頂いたお金で就職活動をすることができています。北海道、東

京と就職活動をする中でやはり北海道で仕事をしたいと思えるの

は、ここで勉強をし、仕事をし、たくさんの方々と出会えたご縁だ

と思います。人生のあらゆる出来事に感謝しています。これからは

大変なこともたくさんあるとは思いますが人のお役に立てる人に

なっていきたいと思います。 

※卓話終了後、大西副会長から謝辞と謝礼が贈られました。金 鑫

（キンシン）様、貴重なお話をしていただき有り難うございまし

た。～くわしくは、ホームページをご覧ください～ 

なパフォーマンスをしていただきまして盛り上げていただきました

ありがとうございました。 

４．当クラブで後援している「ガレキとラジオ」のチケットの購入

をありがとうございました。 

５、11月5日の例会は、昼の移動例会「桜の木の植樹」を行いま

す。詳しいことは後日連絡いたしますのでよろしくお願いいたしま

す。以上です。 

◇講師紹介:ロータリー財団 米山記念奨学委員会 村上 倫行 委員長 

  ロータリー財団・米山記念奨学

委員会の村上です。10月は「米山

月間」です。そして11月12日は

ポリオ撲滅という事で卓話をする

予定です。そして本日は、札幌清

田ロータリークラブの三浦信一

様、そして卓話を金 鑫（キンシ

ン）さんを部外講師としてお招き

しております。 

それではよろしくお願い致します。 

◇地区米山記念奨学委員会 三浦 信一 様（札幌清田ＲＣ） 

 皆様、地区米山記念奨学委員会

の三浦です。よろしくお願い致し

ます。本日は皆様と同席させてい

ただき、大変光栄に思っておりま

す。私の所属は清田ＲＣでロータ

リー歴は４年であり、入会当初か

ら米山記念奨学委員会に所属して

いますので、地区の米山記念奨学

委員会が4年目となります。そし

て本日、米山奨学生の金 鑫（キン シン）さんと一緒に参加させて

いただきました。米山奨学制度については、皆様もご存じとは思い

ますが、毎年4月から翌年の3月までの1年間、または延長して2年

間での奨学制度であり、例年応募人数の3倍から4倍、約40名程の

委員会報告 

◆青少年奉仕・ローターアクト委員会 前田 浩志 委員長 

 既に事務局よりご案内が行って

いるかと思いますが、10月27日

（火）ANAクラウンプラザホテル

千歳にて第10回目の千歳ＲＡＣ定

例会が開催されます。19時より食

事、19時30分より定例会開始と

なっております。今回の定例会の

内容としては昨年度に沖縄で開催

されました国内研修旅行の報告を

白木会員よりいただき、来年1月に台北で実施されます海外研修旅

行に関して汪会長からお話をしていただく予定です。来週20日が

出欠取りまとめ期限となっておりますので多くのご参加をお願いし

ます。 

◆ＲＧ会 藤本 敏廣 会長 

 皆さんこんにちは。 RG会から

お願いがあります。10月17日、

ちとせインターゴルフクラブにお

いてＲＧ会第4回ゴルフコンペを

行いますが、まだ人数が少ない状

態です。ぜひこの機会に参加して

いただきたいとも思います。そし

て10月31日、11月1日の2日間

には洞爺湖においてＲＧ会ゴルフ

納会があります。これは、洞爺サンパレスに一泊して行います。人

数が若干少ないので、ぜひ多くの皆さんの参加をお待ちしておりま

す。以上です。 

◆環境保全委員会 稲川 和伸 委員長 

 こんにちは。環境保全委員会か

らの連絡です。再来週の例会、10

月29日は分収造林「ロータリーの

森林」での早朝例会です。いつも

の通り朝6時30分頃から入口の門

が開いております。7時には一度

門を閉めますので遅れる方は早め

の連絡をお願いします。それでは

当日よろしくお願いいたします。 

ニコニコBOX 
１．地区米山記念奨学委員会 三浦信一様 地区米山記念奨学委員会の三浦

でございます。本日奨学生 キン シンさんとよろしくお願いします。(=^・^=)

２．尾本真二セントラルＲＣ会長  創立25周年記念例会を迎えます。よろ

しくお願いします。(^^♪３．藤川俊一幹事 ①本日のお卓話 金 鑫（キン

シン）さんよろしくお願いします。地区米山記念奨学委員会 三浦 信一 

様 ようこそ千歳RC例会へ!(^^)!②先週の丸駒温泉夜間移動例会、悪天候の中

を疲れ様でした。親睦活動委員会の皆様、盛り上げていただきありがとうご

ざいました。<(_ _)>③妻の誕生日にお花をありがとうございました。＼(-o-

)／４．大西 信也 副会長 本日会長代理をやります。(^_^)/５．春木 仁 

会員 先日福田ＰＣが経営する。「北楡会」様に規模、財務、収益性か極め

て優れている企業のみが発 行できる「北洋医療福祉債」を御利用していた

だきました。ありがとうございました。（(~o~)６．福田 武男 ＰＣ、小畑 

彰 会員  北洋銀行が初めて発行する「北洋医療福祉債」を受けることに

なりまして、千歳民報社、北海道新聞に掲載していただきました。（(~o~)

７．村上 倫行 会員  10月は米山月間です。本日は卓話よろしくお願い

します。三浦様、米山奨学生金 鑫（キンシン）様 ようこそ千歳ＲＣへ。

(^^)８．腰越 くり子 会員  先日は丸駒温泉夜間移動例会、お疲れ様でし

た。皆様のご協力をもちまして無事行われたこと感謝致します。クルージン

グは残念ながら中止になりました。来年の親睦活動委員会に託します。

（(=^・^=)９．伊藤 一三 会員 丸駒温泉夜間移動例会大変楽しかったで

す。親睦活動委員会の皆さん御苦労様でした。（(^^♪１０．伊藤 正樹 会

員 先週の丸駒温泉夜間移動例会をドタキャンして申し訳ございませんでし

た。皆様が盛り上がっていた頃、台風に弄ばれていましたが、何とか無事に

乗り切れました。!(^^)!１１．大澤 雅松 会員 地区大会の日は千歳民報杯

恵庭ソフトボール大会。丸駒温泉夜間移動例会は災害報道対応のため連続欠

席となった私が言うのもなんですが、齊藤博徳出席副委員長お久しぶりで

す。＼(-o-)／１２．牟田 裕一 会員 支笏湖畔道路で倒木の撤去をし、斉

藤えみこさんを救出したのは私です。(^^♪１３．丸駒温泉夜間移動例会参加

者一同  牟田裕一さん、佐藤晴一さん風雨の中チェンソーで倒木を撤去し

ていただき、無事、丸駒温泉までの道を開通していただきありがとうござい

ました。（(=^・^=) 

本日のニコニコ集計13名 合計29,０00 円  
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