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◎司 会

笠原孝雄 SAA 委員

◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト

数
35(7)名
（

26(6)名

83.9%

ニコニコボックス 累 計

８１１，０００円

◎米山チャリティボックス

上杉順一米山記念奨学委員

横尾博之合唱委員

青 柳 民 朗 会 員 小後摩重正会員 坂巻照代会員

デルバさん

・青少年交換留学生

会 員 数 出 席 者 出席率

２３，０００円

『四つのテスト』

・米 山 奨 学 生

◎出席報告

ニコニコボックス本日合計

キャミアさん

佐々部宣宏会員 橋 浦 重 己 会 員 細井順子会員
宮 下 賢 会 員 ７名

市川敏明出席委員

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

８，０００円

前回

前月

米山チャリティボックス累計

１６４，０００円

修正率

平均率

83.9%

86，4%

）内は出席免除会員数

◎ 会長報告
① ＩＭに出席頂いた皆様、お疲れ様でした。私は急に
会議が入り出席できず失礼しました。

◎親睦委員会（今週のお祝い）
北見丈治親睦委員
＊会員誕生日祝

横尾博之会員（１３日）

八木禧昭（２０日）・上杉順一会員（２７日）
＊会員入会記念日祝

大橋三郎会員（ ５ 日 ）

② 米山奨学生のデルバさんに奨学金をお渡しします。
デルバさんに本日卓話をして頂きますが、今月で
二年間の奨学期間が終わり、例会出席は今日が
最後になります。
③ 青少年交換留学生のキャミアさんは３月２３・２４日

に地区研修で京都・広島を予定しています。その為

く行動するシステムを作る。引き出すシステムを作

の地区のオリエンテーションでも事前によく調べて

れば、ベルトコンベアに乗ったようにやるしかない

発表していました。

ので結果が出るということです。

今月のお小遣いをお渡しします。

年を取ると忘れやすくなりますが、そうではなく、

④ ３月２０日は港南消防署長の卓話ですが、その日

年をとっても記憶力は衰えない。私たちは年を取る

はセブポートセンターＲＣの小池さんやその他の方

と忘れっぽくなるという俗説に支配されていることに

がいらっしゃいます。是非出席して交流を深めてく

原因がある。子供も当然忘れるわけで、記憶の衰

ださい。

えは子供も年をとっても同じです。子供と違うのは、

⑤ 残念な、お知らせです。セブポートセンターＲＣの
Ｂｅｎｊａｍｉｎ Ａｋｏｌさんがご逝去されました。
⑥ 当クラブの福嶋浩之会員のご母堂様がご逝去され

生きることに慣れてしまい、大人は興味のないもの
は見ない。子供は見るものはどんどん増えて、興
味の対象が広がっていくのに対して、大人は逆な

ました。謹んでお悔やみ申し上げます。

ので、興味を持たないから覚えないというだけの話

３月１６日（土）１８時～ 通 夜

なのではということでした。

『上大岡奉斎殿』

１７日（日）１１時～ 告別式
⑦ セブポートセンターＲＣのホームページに、ロータリ

最後に遺伝子検査について、アメリカで先生ご
自身が１００ドルほどで出来る遺伝子検査を受けら

ーメディカルミッションの動画がアップされています。

れたそうです。これは病気がどれに掛かりやすい

是非ご覧いただき理解を深めて下さい。

かわかるそうなので、わかると保険に入ることが出

⑧ ３月２１日の横浜南陵ＲＣ４０周年記念式典祝賀会

来ないということで裁判沙汰になっているそうです。

に招待されましたので、大井幹事と私で出席してま

州によっては保険に入るための遺伝子検査を禁止

いります。

する州もあるということでした。
② 当クラブで推薦していた、ロータリー地区補助金奨

◎ 幹事報告

学生の申請者は面接日程が合わず今回は辞退さ

① 先週のＩＭに出席された方お疲れ様でした。欠席さ

れました。また機会があればお願いしたいというメ

れた方のために、『脳を知って脳を生かす』の講演

ールを頂きました。

を東京大学薬学部教授池谷裕二先生より頂きまし
たのでお話させて頂きます。
私たち誰でもやる気があるとか、ないとか言いま
すが、そのやる気というのは原因ではない。やる気
がないから出来ないわけではないというお話があり
ました。やる気というのは原因ではなく結果だと。
やる気というのは出来ない人が作った言い訳に過
ぎないということです。
やる気を継続するにはどうしたら良いか。とにか

◎ 委員会報告
① ５０周年実行委員会

山野井正郎実行委員長

本日１８時半から『ゆめおおおか２階会議室』にて､
５０周年実行委員会を行います。夕食は崎陽軒の
お弁当を用意。委員の方はお集まり下さい。上着に
エンブレム（事務所保管）・ボタン・ネクタイを以前揃
えましたが、ネクタイをお持ちでない方はご購入を
お願いします。

◎ 『米山奨学生二年間を振り返って』
米山奨学生 デルバさん

父は外科医で日本に博士号を取るために来ました。
その際に私たちも一緒に来ました。現在はカシュガル
の病院におります。日本で勉強したがんの知識を生か
して仕事をしています。弟は日本の小学校に通っており、
妹は今年から看護師です。母は産婦人科医をしており、
日本に父が来るとき、今まで家族全員で暮らしたことが
なかったので、一度日本で一緒に住もうということにな

最後の例会に卓話をする機会をくださりありがとうご
ざいます。 私の初めての卓話を聞けなかった方や、
新しく入会されたロータリアンの方々がいらっしゃると思
いますので、もう一度自己紹介からお話したいと思いま
す。

りました。母は偶々受けた東京医科大学の博士号の試
験に受かり、現在は博士号を取得して日本の病院で働
いています。医師免許はないので、準医師という形で
仕事をしています。
次に学業についてお話します。

本日の卓話内容は四つに分かれています。 一つ目

私は２００４年の夏に日本に来て、八王子市立館小学

は自己紹介。二つ目は学業報告。３つ目は今後につい

校に入学しました。日本語の勉強は何もしておらず小

て。四つ目は感謝の気持ちになります。

学校に入れられたので、最初は言葉も文化も大変苦労

私の育ったところは中国の新疆ウイグル自治区です。
中国では西側に位置しています。中国人というと皆さん

しました。その後、館中学校、都立翔陽高校、その後横
浜薬科大学薬学部健康薬学科に所属しています。

驚かれたりしますが、中国にはたくさんの民族がいて八

私が何故薬学部を目指したのかというと、私の両親

割くらいは漢民族です。中国人というと漢民族のイメー

が小さい時から人の命を助けている姿を見ていたので、

ジが強いですが、新疆ウイグル自治区はトルコ系の

医療従事者になりたいと思っていました。日本で勉強し

人々で、ウイグル族やカザフ族・モンゴル族などもいま

ているうちに医療の中心である薬について勉強したい

す。首都はウルムチで人口は２５００万人。私は首都か

と思いました。いくら治療できても薬がないとか、貧しく

ら少し離れたカシガルというところで生まれ育ちました。

て薬がなくて苦しんでいる人がたくさんいるのを知って、

日本で言うと、ウルムチが東京でカシガルが大阪みた
いな感じです。中国の中ですが、ウイグル語が存在し
ており、アラビア語のような感じです。中国なので北京
語を学びますが、母国語はウイグル語です。ウイグル
は砂漠があって乾燥しています。少し田舎に行くとラク
ダに乗ることが出来ます。治安が良くなったら是非観光
に来てください。ウイグルには塩で出来た山があります。
日本の山とは違って、植物は植えられていないのです。
家はレンガで作られている家がほとんどです、景色が
きれいで素敵なところだと思います。

そういう部分で自分が知識をつけて、将来的に人を助
けられるような薬剤師になりたいと思いました。大学１
～４年生までは学校での勉強で、５年生からは病院で
３ヶ月、薬局で３ヶ月というように実習を行いました。
６年生になってからは、研究し論文を書きました。
テーマは『アデニンリボスイッチの構造科学的計算』で
す。目的としては、新薬の開発の手助けになると良いと
思いやりました。内容としてはパソコンを使い『ＭＯＥ』と
いうソフトがあるので、ドッキングシミュレーションを行い
計算するという研究を行いました。今年卒業論文を書き
終えた後に、内定を頂き、その後の卒業試験で単位が

足りずに卒業することが出来なくなってしまったので、

◎ニコニコボックス

今後の予定についてお話させて頂きます。

宮下会長 大井和子幹事

４月から学校で授業がありますので、７月の卒業試験
対策として授業を受けて、卒業試験に合格します。それ
をやっている間に就職活動も行っていきます。落ち着く
９月頃から予備校に通い、国家試験対策を行って、２月
の下旬に薬剤師国家試験にもう一度チャレンジさせて
頂きます。
最後になりますが、米山奨学生の二年間はとても貴
重な二年間でした。元々家族が多いところで育った私

北見丈治親睦委員

デルバさんお疲れ様でした。
キャミアさんようこそいらっしゃいました。
横尾博之会員
本日が誕生日です。傘寿になりました。会員誕生日
祝いを頂きましてありがとうございました。
大橋三郎会員
会員入会記念日祝いを頂きましてありがとうござい
ました。
上杉順一会員

は、日本に来てどこか寂しい思いをしていましたが、

デルバさん二年間お疲れ様でした。

ロータリーの米山奨学生になってから、たくさんの行事

会員誕生日祝いを頂きまして有難うございました。

や毎月例会に参加させて頂き、楽しい思い出が出来ま
した。カウンセラーの宮下さんには、学校のことから社
会のことまでたくさん教わりお世話になりました。本当
にありがとうございます。また、佐々部さんやたくさんの

橋浦重己会員
米山奨学生のデルバさん今日の卓話を楽しみにし
ております。
キャミアさんようこそいらっしゃいました。
佐々部宣宏会員

ロータリアンの方々と行ったスキューバーダイビングは

デルバさん二年間の奨学期間も今月で最後ですね。

私の人生において幸せな時間でした。普通に生活して

これから大変だと思いますが応援しています。

いて出来ないような貴重な体験をさせて頂き有難うござ

細井順子会員 豊場建伍会員 小後摩重正会員

います。例会の日本料理はいつも楽しみにしていまし

デルバさんの卓話を楽しみにしております。

た。例会後に美味しいご飯を食べに連れて行ってくれ
たり、私の知らない日本の文化に沢山触れさせてくれ
てとても楽しかったです。ここには様々な最先端のロー
タリーの方々がいて、話を通じて私なりに沢山学ばせて
頂きました。やはり一流を極めている方は考え方も情
熱も一流でとても刺激を受けました。異国から来た赤の
他人の私に無条件の応援をいつも送ってくださり本当

海野俊彦会員
春めいてきました。花粉が最悪です。
デルバさん二年間頑張りましたね。あと半年、もうひ
と頑張りです。卓話を楽しみにしております。
キャミアさんようこそいらっしゃいました。
福嶋昭会員
デルバさん二年間頑張りましたね。
笠原孝雄会員 坂巻照代会員

に有難うございます。今後も私のようにたくさんの奨学

デルバさん二年間お疲れ様でした。しっかり勉強し

生の方が来ると思いますが、彼らは皆さんから無条件

て希望通りの仕事につけると良いですね。

の愛を受け取って、幸せな奨学生生活を送れると思い
ます。また、卒業しましたら報告、内定しましたら報告、
国家試験に受かりましたら、最低３回は報告しにまいり
ます。皆さんの記憶の隅から消えないことを願っており
ます。本当に有難うございました。

天野憲二会員
本日私用のため早退します。

◎次週の予定
３月２０日（水） 港南消防署長

◎会報

尾形達也会報委員

