
 

◇歌唱 「それでこそロータリー」  ◇表彰［米山功労者 和田幸男会員／地区大会長寿会員 大森

久巳男会員］◇会長挨拶［代理・和田幸男副会長］ ◇幹事報告 ◇委員会報告［会員増強 他］  

◇卓話 段毛毛様（米山学友）「留学と四川について」 ※卓話内容は別紙に掲載致します 
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第 63代会長 中山冨貴子 

第 63代幹事 富田 桂司 

2022 年 10 月 27 日（木） 第２９９１回例会 天候：晴れ 司会：安武 勝副幹事 No. 16 

 

＝本日の例会行事＝ 

スマイル報告 水嶋 聡会員 

府中 洋様（地区米山奨学副委員長・藤沢北西ＲＣ）茅ヶ崎Ｒ

Ｃの皆様、本日はよろしくお願い致します。 

富田桂司君 段毛毛さん、府中洋さん、ようこそいらっしゃい

ませ！本日は卓話よろしくお願い致します。 

和田幸男君 米山功労者表彰ありがとうございます。地区米

山奨学副委員長・府中さん、ようこそ。ゲストスピーカーの段

毛毛さん、よろしくお願いします。 

田中賢三君 地区米山副委員長・府中洋様、たいへんお世話に

なります。段毛毛さん、卓話を楽しみにしています。 

吉田恵子君 ゲスト米山学友の段毛毛様、ようこそ。お話楽し

みです。米山功労者和田さん、おめでとうございます。 

大箭剛久君 今週のスマイルのネタを昨日メーキャップに行

った湘南クラブで披露してしまったので、今日の分はありま

せん。悪しからず御了承ください。 

◎ゲスト・ビジター紹介 

段 毛毛 様 （ゲストスピーカー・米山学友） 府中 洋 様 

（地区米山奨学副委員長 ・ 藤沢北西ＲＣ） 

◎表彰 

米山功労者：和田幸男会員 

地区大会長寿会員お祝い：大森久巳男会員 

◎幹事報告 

◆ガバナー事務所より   

 ◇２０２２‐２３年度 社会・国際奉仕委員長研修会のご案内 

  ◉１２/１０（土） １４：００～１６：３０  ◉アイクロス湘南（カンファレ

ンスルーム６階 Ｅ号室） 

  ◉テーマ…「やってみよう、新しい何かを」 

 ◇ロータリー財団卓話者派遣について  ◉卓話日…１１/２４

（木）   

◉財団学友卓話者…遠藤拓海様 （小田原ＲＣ推薦 ・ ２０１７‐ 

２０１８年度ロータリー奨学生） 

 ◇新会員親睦会（日帰りバス旅行）Ｗｉｔｈ米山委員会のお誘い  

◉１１/２６（土） ９：００ 相澤ビル８階集合（受付） １０：００出発  ◉

新会員参加者会費…１４，０００円 

◉対象者…各クラブ新入会員（入会５年未満・２０１８年以降入会

者）  ◉申込締切…１１/１０（木） 

◆タウンニュース 

◎委員会報告 

会員増強・維持［小澤会員］：本日なんどき牧場で委員会開催 

岩澤あゆみ会員：11/26新会員親睦会の告知 

左）米山功労者第 3 回マ

ルチプル表彰の和田会員 

右）地区大会長寿会員お祝

いの大森会員 
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日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／２７ ２９９１ ４２ ４０ ３５ １ ４ ９０％  

１０／１６ ２９８９ ４２ ３９＋０ １７ ３＋４ １５ ５１．２８％ ６１．５４％ 

 

 

 

 

 

 

出席報告 岩井 泰会員 

成田栄二君 和田さん、表彰おめでとうございます。ゲストス

ピーカー段毛毛さん、卓話よろしくお願いします。 

河本啓伸君 先日のかわもとライブには大観衆においでいた

だきありがとうございました。次回は 4/16（日）に予定して

います。覚えていられる方は是非ご来場ください。 

澤邑重夫君 府中さんようこそ。段さん、本日は卓話よろしく

お願いいたします。河本さん、ライブ感動いたしました！いき

おいそのままに ABC へ吉田さんと北村さんをご案内いたし

ましたところ、全部おごってもらいました。ごちそうさまでし

た！おかげさまでそのあと3軒ハシゴすることができました。 

岩澤あゆみ君 府中副委員長、段君、今日はありがとうござい

ます。入会 5年未満の皆様、11/26に地区で米山生と新会員の

バス旅行があります。段君も参加ですので、ぜひ一緒にいきま

しょう！ 

杉田祐一君 米山学友・段毛毛様、地区米山奨学副委員長・府

中様、ようこそいらっしゃいました。段さん、卓話楽しみにし

ております。 

加瀬義明君 段毛毛様、本日の卓話宜しくお願い致します。府

中さんようこそ。 

杉本剛昭君 段毛毛様、府中洋様、ようこそお越しくださいま

した。和田さん、表彰おめでとうございます。明後日、オール

ブラックス vs日本代表のゲームを観に行きます。今から楽し

みです。 

北村公子君 さわやかな秋のお天気です。ゲストスピーカー

段様、米山奨学副委員長府中様ようこそ。和田さん表彰おめで

とうございます。茅ヶ崎市民ギャラリーにて写真展が開催さ

れます。10/28～30、11/1～6の 2部に渡ってます。ぜひご覧

ください。 

木村信一君 段毛毛様、府中洋様いらっしゃいませ。本日はよ

ろしくお願い致します。 

橋本正一君 ゲストの段さん、府中さんこんにちは。段さん、

卓話楽しみです。和田さん、表彰おめでとうございます。 

安武 勝君 段毛毛様、府中洋様ようこそ。卓話よろしくお願

いします。本日例会前に台北西北ロータリークラブ 62周年例

会の様子をビデオで流しましたが、ようやく台湾に息も帰り

も通常通りに旅行できるようになりました。良かったですね。 

伊藤和明君 昨日茅ヶ崎湘南ＲＣの例会に茅ヶ崎ＲＣから 4

名でメイクアップしました。例会後の飲み会が楽しかったで

す。 

柾木太郎君 私、今日はとても多忙で、昼のオアシスに出席し

てごきげんです。夜はなんどきでとうげんきょうが待ってい

ます！ 

菅野 敦君 今年はインフルエンザが大流行すると言われて

います。手洗い、消毒、うがい忘れずに！ 

秋本一茂君 江の島サムエルコッキングで湘南キャンドルが

開催されています。1万本のキャンドルはとても幻想的です。

みなさんも是非行ってみてください。 

平賀裕祥君 和田様おめでとうございます。先日初めてメー

キャップで茅ヶ崎湘南ロータリーへ参加させて頂きました。

みなさんも是非行ってみてください。 

平賀裕祥君 和田様おめでとうございます。先日初めてメー

キャップで茅ヶ崎湘南ロータリーへ参加させて頂きました。

雰囲気が違い、すばらしい会でしたが、より良いのが本クラブ

だと思いました。 

田中 毅君 段毛毛様、本日はよろしくお願い致します。卓話

楽しみにしております。 

宇野雅仁君 ゲストの段毛毛様、府中洋様、本日はお越しいた

だきましてありがとうございます。和田幸男会員おめでとう

ございます。 

水嶋 聡君 段さん、府中さん、本日はよろしくお願い致しま

す。和田さん、おめでとう御座います。 

［本日 25件、31,000円です］ 

卓話をしていただいた段毛毛君と紹介者の府中洋様 

※卓話内容は別紙に掲載致します 

委員会報告の岩井・小澤・岩澤の各会員 

この日、中山冨貴子会長は白

内障手術のため、お休み。代

理として和田幸男副会長が

会長挨拶を務めました。 

お疲れ様でした 
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第 63代会長 中山冨貴子 
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2022年 10月 27日例会 別紙：卓話「留学と四川について」米山学友・段毛毛君 

卓話の概要: 

 大きく五つの部分に分けられます。自己紹介、研究と将来、

米山とローターアクトの活動、四川の歴史、文化及び観光と

四川の生活になります。まず、簡単な自己紹介を行い、何を

勉強しているかとなぜに日本に留学するのかを述べます。私

が日本を選んだ理由は三つあります。一つ目は安全性から考

えると、日本での犯罪率が他国より低いです。二つ目は地理

的にも文化的にも近いためです。三つ目は日本が高度に発達

した科学技術を持っており、電子産業、ロボットや宇宙開発

などの多くの分野が世界の先端です。 

 そして、研究と将来について、今やっている研究は二つあ

りまして、スプライトの解明と小型人工衛星の開発になりま

す。スプライトとは雷雲上の中間圏で起こる発光現象であり、

超高層雷放電の一つであります。ビデオではスプライトが一

瞬で消え、妖精のような姿をしているため、その名をつけま

した。また色は赤いため、赤い妖精とも呼ばれています。こ

の現象がどこまたはいつで発生するのかを解明するため、観

測と解析を進んでいます。もう一つは小型人工衛星 ARLCA

の開発をやっていました。ARICAは 1U(10cm)の超小型衛星

であり、宇宙における速報システムとしての実証を目指し、

宇宙放射線の情報をリアルタイムで地上に送るのが目的で

す。ARlCA は JAXA 革新的衛星技術実証 2 号機のテーマと

して採択され 2021 年 11 月に打ち上げられました。現在、

ARICA2の開発も行われています。 

 将来について、まだ決まっていないが、今故郷にある大学

の講師になると考えています。その学校は医学の大学で、日

本に留学Lに行く学生もいるし、他国からの留学生もいます。

自分の留学経験を活かして、学生さんへのサポート活動も行

いたいと思います。また、オンラインで米山とローターアク

トの活動も続きたいです。 
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 次は、私の故郷四川について、皆様に話したいと思います。四

川省は中国南西部に位置しています。四川省には中国の最も興味

深い自然の不思議や野生保護区、考古学遺跡、博物館、古代建築

物など多くの魅力がたくさんあります。辛い食べ物が好きな人に

とっては最高の場所です。いくつ観光が有名な所を紹介致しま

す。例えば、九賽溝(きゅうさいこう)は中国四川省北部のチベッ

ト族チャン族自治州九賽溝県にある自然保護区であり、ユネスコ

の世界遺産(自然遺産)に登録されています。九案溝を強く印象付

けるもののひとつに、独特の青い水があげられます。そして、世

界的にも有名な古萄(こしょく)文明の話もちょっとだけします。

三塁堆遺跡(さんせいたいいせき)とは、1986 年に長江(ちようこ

う)上流の四川省の成都の北方(ほっぽう)で発掘(はっくつ)された

遺跡です。約 5000 年前から約 3000 年前頃に栄えた古萄文化の

ものであります。遺跡から仮面が多く発見されたため、仮面文明

とも呼ばれています。最後は四川での生活になります。四川での

食事、方言と暮らしについて、皆様に知ってもらいたくて、話を

しました。 

 私は日本に来て以来、多くの奨学金を頂いており、卒業す

るまでには約 1500 万円の奨学金が貰えます。本当に多くの

方々のご支援があってこそ、学費と生活費に充てることがで

きました。ここで、ロータリー米山記念奨学会に感謝申し上

げます。お陰で、学業に専念することができ、今年青学の学

業成績最優秀賞を受賞しました。その上、ロータリーから頂

いたのはお金だけではなく、出会いもあります。 私は 2018

年の 4月に米山記念奨学金の奨学生になり、相模原ロータリ

ークラブに大変お世話になりました。相模原ロータリーさん

のご紹介で、相模原ローターアクトに入会しました。そして、

2021 年奨学生を卒業し、米山学友会の副会長を務めること

になりました。ここから、米山とローターアクトの活動につ

いて皆様に報告致します。 

 私が企画と参加したイベントは結構多いので、いくつかを

代表にして、紹介致します。米山の活動はお茶サービス、ポ

リオ募金と同窓会になります。ローターアクトの奉仕活動は

フリーマーケット、乳児院と児童養護施設でのボランティア

になります。上溝では月一回のフリーマーケットに参加し、

相模原ロータリーさんからの不用品と自分の不用品を販売

し、もうけたお金は養護施設に寄付する予定です。そして、

田名の児童養護施設で行う清掃ボランティアは相模原ロー

ターアクトだけの参加ではなく、米山奨学生と学友も招い

て、一緒に活動しました。今後も一緒に活動しようと考えて

います。それ以外、楽しい例会も企画しています。例えば、

ドローン例会、座禅例会やブルーベリー狩り例会などがあり

ます。参加者は米山の奨学生と学友だけではなく、ロータリ

ーさんも子供連れて参加しています。ちなみに、相模原ロー

ターアクトのホームページも作成しました。年間スケールが

見えるので、興味がありそうなイベントがあれば、ぜひ遠慮

せず参加してください。あと、米山学友会の Instagramも作

りましたので、今後から積極的に情報発信をやっていきま

す。 

 

卓
話
を
し
て
く
れ
た
米
山
学
友
の
段

毛
毛
君
と
卓
話
者
紹
介
の
府
中
洋
様

（
地
区
米
山
奨
学
副
委
員
長
） 


