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前回の例会 

2019年 10月 11日（金）第 1856回 

卓 話 「日本での留学生活と将来の夢」  

卓話者  RI第 2640地区米山奨学生 

     張 哲 様 （世話クラブ：堺東ＲＣ） 

紹介者  小西 幹夫 米山奨学委員長 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

「七つの子」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

〇皆出席表彰（１０月度）   

 堀畑好秀会員（第３９回） 

 國井 豊 会員（第３３回） 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 10月 18日第 1856号 

 

2019年 10月 18日（金）第 1857回 

卓 話 「 ロータリー財団フォーラム 」  

卓話者 山中喜八郎ロータリー財団委員長 

今週の歌  「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 

「堺北ＲＣの歌」 

「おつかいありさん」 

お客様紹介・出席報告・ 

会長の時間・委員会報告・ 

幹事報告・ＳＡＡ報告  

 

 

 

2019-20 年度 国際ロータリーのテーマ 

「ロータリーは世界をつなぐ」 

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国・ディケーターRC） 

本日の例会 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

事務所  〒590-0940 堺市堺区車之町西 2 丁 1 番 30 号 ポピア南海 3 階 302 号 

Tel（072)223-2300 番  Fax(072)223-5005 番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後 0 時 30 分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4 階「ローズ」 Tel:(072)222-0131 番（代表）  

ガバナー(第 2640 地区)  ： 中野 均 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/nakano/  

E-mail ： nakano@rid2640g.com 
会長：木畑 清  幹事：中田 学  広報委員長：米澤邦明  編集者：米澤邦明 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

2019年 10月 26日(土)･27日(日)第 1858回 

   ＲＩ第 2640地区 2019-2020年度 

       地 区 大 会 

  於：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

  ＊ご登録された日にご出席お願いします。 

 

＜10 月 11 日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            30 名 
出席会員            19 名 
欠席会員              11 名 

  ゲスト             1 名 
  ビジター            1 名 
9 月 13 日(金)の出席率     93.33％ 

今週の歌「おつかいありさん」 
   
 あんまり いそいで こっつんこ 
 ありさんと ありさんと こっつんこ 
 あっちいって ちょん ちょん 
 こっちきて ちょん 
 
 あいたた ごめんよ そのひょうし 
 わすれた わすれた おつかいを 
 あっちいって ちょん ちょん 
 こっちきて ちょん 
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「日本での留学生活と将来の夢」  

  RI第 2640地区米山奨学生 

       張
ちょう

 哲
てつ

 様 (世話ｸﾗﾌﾞ：堺東ＲＣ) 

      紹介者:小西 幹夫 米山奨学委員長  

 

  今回の卓話は自己紹介、日本

での留学生活と将来の夢、そし

てロータリークラブとの縁 3つ

の部分について話します。 

 

 私の名前は張哲と申します。

今年は 27 歳です。現在は大阪府立大学大学院の

修士2年生の植物栽培生理研究グループに所属し

ています。私は河南省の洛陽という町で生まれま

した。洛陽は歴史が長い都市で牡丹が有名です。

毎年牡丹が咲く時、全国の人々及び外国の方々が

洛陽に集まり花見をします。観光スポットは仏の

像と鍾乳石が人気です。「唐三彩」という土師器と

バイシュが名産品です。家族は公務員の父、小学

校教師の母、高校生の弟と修士の私の四人家族で

す。私の趣味は山登り、ボウリング、推理小説を

読むことです。 

  

 私は 2011 年 4 月に岡山外語学院に入学して、

日本語を勉強し始めました。二年後の 3月に卒業

した後、すぐ大阪バイオメディカル専門学校でも

う一年間日本語を勉強し続けました。2014年 4月

に大阪府立大学に合格して、農学部に入って大学

生活が始まった。4年後の 4月に、府大の大学院

に進学しました。現在大学院二年に在籍していま

す。私は植物栽培生理研究グループに所属してい

ます。研究の日々は忙しくて、大変ですが、研究

グループのみんなは互いを励ましたり、実験であ

った問題を相談したりしてくれたおかげで、楽し

い研究室生活を過ごしています。うちの研究グル

ープは主にホウ素の研究をしています。ホウ素は

植物の生育に必須な微量元素です。ホウ素が欠乏

すると植物の生育は著しく阻害されます。以前、

実験用モデル植物であるシロイヌナズナの根の

細胞において、土壌の中にホウ素濃度が低い時、

NIP5;1 というタンパク質がたくさん細胞膜に集

めて、土壌中にわずかのホウ素を吸収することに

手伝うことが研究室の教授が見つけました。私は

NIP5;1 がどうやって最終に細胞膜に輸送される

のを研究しています。将来、栄養欠乏に強い作物

の作成に自分の力を尽くそうと思っています。 

 

 ロータリークラブとの縁の始まりは、ロータリ

ー米山記念奨学生として採用されたことです。そ

の時の喜びは今でも忘れていません。第 2640 地

区約50名の留学生から選ばれたのが強運であり、

光栄です。ロータリー米山記念奨学生になったお

かげで、いろいろな国の人と交流、互い国の文化

への理解が深めることができようになりました。

世話クラブが堺東ロータリークラブであるおか

げで、素晴らしい方々と出会うことができて良か

ったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南省 洛陽 「牡丹」が有名 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話 

 

 

私の故郷 
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河南省 洛陽 観光スポット 

        「仏の像」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「鍾乳石」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会長 木畑 清 

 

今日は米山奨学生の卓話です。

この機会に米山記念奨学事業につ

いて述べてみたいと思います。 

1952年、日本のロータリーの礎

を築いた米山梅吉翁の遺徳を祈念

して、東京ロータリークラブが「米山基金」を設

立しました。 

1954 年にタイから第 1 号奨学生としてソムチ

ャード氏を招聘しました。それから5年後、この

事業は日本の全ロータリークラブによる合同事

業に発展しました。この米山奨学金の目的は日本

が再び戦争の過ちを繰り返さないと誓い、世界に

“平和日本”の理解を促すことにありました。 

留学生が日本人と出会い、互いに信頼し合う関

係を築き、「日本と世界を結ぶ懸け橋」となること

を願ってつくられました。 

 

 「平成の時代を振り返って №.6」 

平成 5年 

4月  国連選挙監視ボランティア 中田厚仁、 

   カンボジアで襲撃され死亡。 

4月  天皇、皇后両陛下、沖縄を訪問。 

5月  ＰＫＯ文民警察官 高田晴行、カンボジア 

   で襲撃され死亡。 

6月  皇太子徳仁親王、小和田雅子様 結婚の儀 

7月   Ｍ 7.8の北海道南西沖縄地震で奥尻島が 

   壊滅的被害。死者 172人。 

7月  第 40回衆議院選挙で自民党が過半数割れ 

   「55年体制」崩壊。 

8月  細川護熙、非自民党 8党派連立内閣発足。 

   自民党 38年ぶりに政権離脱。 

<国外> 

1月  ＥＣ統合市場発足。 

1月   化学兵器禁止条約、130ヶ国が調印。 

3月   北朝鮮、核拡散防止条約（ＮＰＴ）が脱退   

   を表明。 

3月  中国、国家主席に、江沢民を選出。 

     （主な物故者）田中角栄、野坂参三 

            安部公房、田中清玄 

 

 

 「 タイ国 ノンケームＲＣへ寄付金贈呈式 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本年度も国際奉仕事業の一環として、タイ国の

小学校へ浄水器寄贈・設置を行うこととなり、こ

の度ノンケームＲＣ 礒部寿一様（写真右）が来日

され、例会へご訪問いただきましたので、寄付金

の贈呈式を行いました。 

尚、現地タイ国での浄水器贈呈式は、2020年 2月

11 日に執り行われます。大型バスで学校等を視察

し、夜は 3350 地区ガバナーを交えての国際交流レ

セプションを企画して頂いているようですので、ご

参加いただける方はご予定願います。 

 

会長の時間 

 

時間 
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（１）配布物   

 ・週報  

 ・ロータリー米山記念奨学事業「豆知識」 

  

（２）地区大会のご案内 

 堺 8ＲＣはコホストとなっておりますので、 

 ご登録の方はご出席くださいますようお願い 

 申し上げます。 

 【第 1日目】2019年 10月 26日（土） 

  於:ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

    3Ｆ「利 休」 

  13：00～受付 13：30 開会点鐘  

 【第 2日目】2019年 10月 27日（日） 

  於:ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 

  [市民公開講演] 3Ｆ「利休」  

   9：30～受付 10：00開会 

   「吉本興業の歴史と今後のありかた」 

     吉本興業ホールディングス(株) 

      取締役副社長 田中 宏幸 氏 

  [本会議]  4Ｆ「ロイヤルホール」 

   12：00～受付 12：55開会 

   記念講演 

   「2025年大阪・関西万博に向けた 

         大阪のイノベーション」 

      大阪観光局 局長 溝畑 宏 氏  

 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

 ・高石ＲＣ 

  １０月２２日(火)→休 会   

 ・堺おおいずみＲＣ 

  １０月３０日(水)→１０月２７日(日) 

   ＲＩ第２６４０地区 地区大会へ変更 

 ・堺ＲＣ 

  １０月３１日(木)→１０月２７日(日) 

   ＲＩ第２６４０地区 地区大会へ変更 

 ・堺中ＲＣ 

  １０月２３日(水)→１０月２７日(日) 

   ＲＩ第２６４０地区 地区大会へ変更 

  １０月３０日(水)→休 会 

  １１月６日(水)→同日 

   姉妹クラブ 耽羅ＲＣ公式訪問 

    

 

   

    

 

 

木畑 清会員 張 哲 様、卓話楽しみにしていま 

       す。よろしくお願いいたします。 

中田 学会員 トーマスさん、ようこそ堺北ＲＣ 

       へ。 

       14 日よろしくお願いいたします。 

澤井久和会員 フランスから一昨日帰りました。    

       今回、タクシーにはぼったくられ、 

       同行の一人がメトロ地下鉄でス 

       リに遭い、パスポート、カード、 

       現金やられました。そのお陰でフ 

       ランス警察、日本大使館も観光で 

       きました。色々ありましたが、フ 

       ランス気に入りました。いい所で 

       すよ。 

米澤邦明会員 『七つの子』 

       からす、なぜなくの、カラスの勝 

       手でしょ～と歌った方おられま 

       すか？ 

小西幹夫会員 張 君、よろしく。今日の卓話楽し 

       みにしています。 

             合計１３，０００円 

◆米山特別寄付・・・米澤邦明会員 

 

 

 

幹 事 報 告 

 

時間 

 

ＳＡＡ報告 

 

時間 

 

10月度皆出席表彰   堀畑好秀会員（第３９回） 

10月度皆出席表彰  國井 豊 会員（第３３回） 

 


