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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森
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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,335,540円

51,650円

1,387,190円

14,066円

1,429円

15,495円

1,349,606円

53,079円

1,402,685円

チビニコ 合　計

３月14日
今期の累計
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２月28日

総数
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メイク
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出席率
94.55％

100％
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森
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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,335,540円

51,650円

1,387,190円

14,066円

1,429円

15,495円

1,349,606円

53,079円

1,402,685円

チビニコ 合　計

３月14日
今期の累計
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２月28日

総数
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3
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メイク
アップ HC出席率

82.46％

70.18％

出席率
94.55％

100％
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森
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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,335,540円

51,650円

1,387,190円

14,066円

1,429円

15,495円

1,349,606円

53,079円

1,402,685円

チビニコ 合　計

３月14日
今期の累計

３月14日

２月28日

総数
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出席
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3
0

メイク
アップ HC出席率

82.46％

70.18％

出席率
94.55％

100％

5
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森
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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,335,540円

51,650円

1,387,190円

14,066円

1,429円

15,495円

1,349,606円

53,079円

1,402,685円

チビニコ 合　計

３月14日
今期の累計
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２月28日

総数
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3
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メイク
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出席率
94.55％
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森
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本日　３月28日㈬ 18：30  城西館

　　　 　花　　見　　夜　　間　　例　　会

次週　４月４日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「ガバナー事務所の思い出、中間報告」

久松　啓一 会員

第2370回　例会報告／平成30年３月14日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
ロータリーソングが始ま
ったのは、戦前、まず歌
を歌って元気を出してか
ら例会をしようといった
ことが始まりだったそう

です。ＳＡＡ、親睦委員会は声を大きく出し
て、皆さんも元気で歌うように努めて欲しい
と思います。
　桜の開花予想は、九州と同じ３月17日だそ
うです。先週は宇津木会員の送別会が行われ
ました。宇津木会員は、本日が最後の例会出
席となります。
　本日も米山翁についてお話します。東京Ｒ
Ｃは創立直後から関東大震災までは、例会は
月に１回。世界では1922年６月、ロスアンゼ
ルスの年次大会で週１回の例会が決まったそ
うです。会員間で定款、細則への関心が薄い
ことと、錚々たるメンバーが会員だったため
に、米山翁が出席に関して口酸っぱく言って
も、なかなか聞いてもらえなかったようです。
会員数は、大正11年には33名、その年の終わ
りに49名、大正12年半ばには53名になってい
ます。大正12年４月の例会では出席率53％。
　新入会員スピーチは、Initiationスピーチと
言われ、ある集団や社会で一人前の成人、団
体や組織に入ったと認められるための儀式で、

大正10年から始まっているそうです。
　米山翁は大正10年１月、長男が20歳の若さ
で急死。この悲しみを紛らわすために英米欧
訪問の実業団に加わりますが、アメリカ訪問
だけで帰国し、渡米歌日記「八十七日」を出
版しています。
　大正12年９月、関東大震災が起きて、その
ニュースが世界中に流れたとき、米国375ク
ラブ、英国60、カナダ40など、世界各地のロ
ータリーから救援が続々と寄せられ、合計８
万9,161ドル（4,636万円）が送られています。
東京クラブの「我がクラブの歴史」による
と、「大震災直後における機敏な米国の好意
が、日本国民に与えた感銘は大なるものであ
ったが、同時に東京クラブはロータリー精神
を身に染みて感得し得て、心の底からロータ
リーの発展を祈願し、世界各国民に対し、好
意と友情をもって接することは、国民外交の
要諦であることを知った。この事実は東京ク
ラブに関する限り、震災がもたらした忘れ得
ざる収穫であった。その後、機会あるごとに
各国ロータリー会員の来訪を歓待するととも
に、ＲＩ大会には万障繰り合わせて出席者を
送るようになったのは、嬉しいことである」
　本日の卓話は、香長クラブの春田さんが引
率で、タイからの留学生ドゥリャサット・
ファークファンさんです。
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●会長／石川　健　●幹事／土居祐三　●雑誌会報委員／髙橋卓弥・宇津木達也・西森良文
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　香長ＲＣ　　春田典之 氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　ドゥリャサット・ファークファンさん
◇会員増強委員会より
　以前、皆さまにアンケートをお願いしたと
ころ、多数の方々から候補者のお名前を挙げ
ていただきました。これを皆さんにお回しし
ますので、知り合いの方がいれば共同で入会
を勧めていただくようにお願いします。
　現在の状況は、３名が退会、新入会員２名、
期首と比べて１名の減となり、会長の目標、
４名増強からすると５名の不足です。あと３
ヵ月半しかありません。皆さんのご協力をよ
ろしくお願いします。
◇松本副幹事より
　本日、レターボックスに次年度の役員、理
事、委員会構成についての組織図を配布して
います。４月10日㈫に第１回クラブ協議会を
18時半から城西館にて開催します。委員長が
出席できない場合は、代理出席をお願いしま
す。
◇宇津木達也会員退会挨拶

　４月１日付けで異動に
なりました。高知東ＲＣ
には４年間お世話になり、
本当にありがとうござい
ました。
　2014年５月、連休明け

に別役重具会員にご紹介いただき、浦田会員
のご指導のもとスタートいたしました。ロー
タリークラブは初めてでしたので、何をして
いいか全然分からず、皆さんにいろいろご迷
惑をおかけしたと思います。今振り返ると、
高知は初めてで誰も知り合いがいませんでし
たので、ロータリークラブに入ったことで自
分の生活がすごく変わった、また、高知を早
く好きになれたということが正直な気持ちで
す。
　１年目は親睦委員会、石川会長が親睦委員
長でした。忘れないのは忘年夜間例会で、ア
ナ雪の女装をしたことです。当時の前田会長
に、私の顔が分からない。名前を言えと怒ら

れたことを覚えています。
　２年目はプログラム委員長。何をしていい
か分からず、関さんと大川内さんに本当に助
けてもらいました。打ち合わせは全てゴルフ
場。卓話の内容をゴルフ場で決めていたのを
思い出します。県庁の方に多く卓話をお願い
して、その流れで１月に高知県と当社が包括
連携協定を結びました。
　３年目はＩＴ委員会。ほとんど中越さんに
お世話になりました。４年目は何と言っても、
地区大会を初めて経験しました。またガバ
ナー随行も体験し、楽しい１泊旅行を思い出
します。あと、ゴルフ委員会ではミスもあっ
て、なかなか仕事が終わらない経験もしまし
た。会社では得られない多くのことを得るこ
とができ、今に至っていると思います。
　私は、愛知県の岡崎支社にまいりますが、
後任は、私より三つ上の先輩で、本社の業務
監査から岡本裕史という者がまいります。よ
ろしくお願いいたします。
　県外出身の私に対して、皆さんに温かく迎
えていただいて４年間楽しく過ごさせていた
だいたことを改めて感謝申し上げます。皆さ
んに教えていただいたことを生かして、岡﨑
でも頑張っていきたいと思います。50周年の
盛会をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
◇会　長　報　告
・2017－18年度の青少年短期交換プログラム

報告書を回覧します。
・高知新聞３月９日に、高知南ＲＣが、財団

のグローバル資金を使って、ブラジルへ内
視鏡指導に行った旨の記事が掲載されてい
ます。

◇幹　事　報　告
・来週は春分の日で、例会は休みです。再来

週、27日㈫は香長ＲＣの花見例会です。
・28日は当クラブの花見夜間例会です。例会

30分前に役員会を開催します。
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　私は、2015年４月にタイから来ました。私
の名前は覚えにくいと思いますが、タイでは
ニックネームで呼び合います。本名とニック
ネームは関連がないのはどうしてと聞かれま
す。ニックネームは親が付けます。私は小さ
いという意味のレックと呼ばれ、生まれたと
き小さかったので名付けられました。
　私は、高知工科大学博士課程の留学生で、
大学の特別プログラムで勉強しています。普
段は英語を使っています。
　タイは東南アジアの国で、日本から飛行機
で約６時間。国土は513㎢、人口6,900万人。
有名なのはトムヤンクンやグリーンカレーな
どのタイ料理です。首都はバンコック、フル
ネームは世界で一番長く私たちでさえ忘れて
しまいます。日本人は優しいと言われますが、
タイも「ほほえみの国」と言われるように、
人々の優しさが笑顔になってあふれていま
す。皆さんもタイを訪れることがあれば、そ
れを実感することでしょう。
　タイと日本の学校制度は少し似ています。
タイは日本と同じで小学校６年、中学３年、
高校３年間勉強してから大学に進みます。私
が科学を勉強しているのは世界共通だからで
す。文化や言語は違いがあります。しかし、
科学は自然のことを勉強するので、どこに行
っても同じ、世界をつなぐことができます。
　私はタイのコラート県出身で、高校生まで
過ごしました。高校では全部の実験を自分た
ちで行い、私は化学実験に興味を持ち始めま
した。しかし、タイの一部の学校は勉強でき
る環境が整っていません。民間企業や親切な
人々から多くの寄付が寄せられていますが、
私は教育レベルを長期的に改善していくに
は、資金や設備の寄付だけでは不十分だと考
えます。私はタイの子どもたちが簡単な化学
実験を楽しむところが見たいです。例えば、

自然にある道具を使えば、彼らは勉強が好き
になり、将来の研究のために科学的感覚を得
ることができると思います。そして、彼らは
学びを楽しむだけでなく、将来、国を発展さ
せるために、知識を活用することができます。
　それを行うために、私には力が必要です。
このことが、私が博士課程で自分が面白いト
ピックについて研究している理由です。博士
課程を終えた後、私は自分が研究してきたこ
とをタイの人に広め、彼らに科学がいかに楽
しく役に立つかを証明するために、面白い研
究を続けていきたいと思います。
　私は、よくどうして高知に来たかと聞かれ
ますが、それは以前、高知工科大学の先生の
研究テーマを読んで興味を持ったからです。
香美市は小さい町ですが、日本にあるから質
の高い研究ができると思いました。また、日
本はとても住みやすいと感じました。人々は
お互いを尊重し、ルールに従うため、外国人
でも一人暮らしは難しくありません。
　私は今、高知工科大学の小廣和也教授の構
造ナノ化学研究室で研究しています。ナノ粒
子という言葉はナノスケールの小さな粒子を
意味して、ＤＮＡの大きさなどがナノスケー
ルで表されます。ナノスケールは裸眼で見る
ことができない非常に小さいもので、私たち
はナノスケール化学の特性と応用について研
究しています。
　私たちの研究室は球状多孔質二酸化チタン
ナノ粒子の極めて単純な合成法を見いだし、
得られたナノ粒子の形から「MARIMO」と
名付けました。また、私たちは同様の簡単な
方法を使用し、異なる形のナノ粒子を作り分
けることができます。私たちが発見したこの
構造は非常に新しいものです。この構造は、
ポリマー複合材料の添加剤として高い性能が
期待でき、この研究は既に完成し、国際

■高知東ＲＣ当面の日程
４月４日㈬　定例理事会
４月10日㈫　第５回クラブ協議会（次年度）
４月18日㈬　役員会
４月25日㈬　例会変更→24日㈫
　　　　　　８ＲＣ合同夜間例会（三翠園）
５月２日㈬　ロータリー休日
５月９日㈬　定例理事会
５月23日㈬　第６回クラブ協議会
　　　　　　　現新合同（城西館）
５月30日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　３月29日㈭　花見例会
高知中央ＲＣ　３月29日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　３月30日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月２日㈪　野外例会に振替
高知ＲＣ　　　４月３日㈫　グループ夜間例会
高知南ＲＣ　　４月５日㈭　植樹例会
高知中央ＲＣ　４月５日㈭　花見例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月10日㈫　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月17日㈫　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　４月19日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　４月23日㈪　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　４月24日㈫　８ＲＣ合同夜間例会
高知南ＲＣ　　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知中央ＲＣ　４月26日㈭　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知西ＲＣ　　４月27日㈮　4/24・８ＲＣ合同夜間例会
高知ＲＣ　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ  
　　　　　　　５月１日㈫　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月７日㈪　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　５月17日㈭　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月21日㈪　例会場変更
高知ＲＣ　　　５月22日㈫　ロータリー休日
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ジャーナルに掲載されています。
　私が行っている別の研究は、プラズマジェ
ットを使ってMARIMOの表面をきれいにす
ることです。MARIMOは有機物を使用して
合成されており、生成物の中に有機物が残っ
ている可能性があります。しかし、大気圧ヘ
リウムプラズマジェットでプラズマを短時間
照射すると、MARIMOは簡単にきれいにな
りました。この研究も、国際ジャーナルにも
掲載されています。
　私は実験を行うだけでなく、会議やシンポ
ジウム、国際会議で研究を発表しました。私
は日本で、実験室で勉強を楽しんでいます。
研究室の皆さんも私に親切です。ときには一
緒にパーティをすることもあります。だから、
私は研究や勉強にそれほどストレスは感じま
せん。また、私がここで研究だけではなく、
いろんな人生経験を積みました。食べ物や旅
行など、多くのことを楽しみました。最も印

象的だったのは、去年８月に友達と富士山に
登ったことです。私にとって初めての登山で
した。バスで５合目まで行き、山頂までは歩
いて登りました。混雑していたにもかかわら
ず、山頂からの景色は非常に美しかったで
す。ゴールまでの道は険しかったのですが、
頂上まで来た自分をとても誇りに思いました。
素晴らしい経験でした。あと一つ、スノー
ボードもできました。タイは雪がないので楽
しかったです。
　私は、自分の研究を完成させるために、知
識を活用し一生懸命研究に取り組み、学び続
けます。そして、自分のスキルを向上させ、
高知工科大学並びに日本のために有益な結果
を残したいと考えています。将来は母国の研
究の発展に私の知識と経験を生かし、貢献し
ていきたいです。
　どうもありがとうございました。

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ

1,335,540円

51,650円

1,387,190円

14,066円

1,429円

15,495円

1,349,606円

53,079円

1,402,685円

チビニコ 合　計

３月14日
今期の累計

３月14日

２月28日

総数
－2 57
－5 57

出席
47
40

欠席
3
0

メイク
アップ HC出席率

82.46％

70.18％

出席率
94.55％

100％

5
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「私の研究について」

◇ゲストスピーチ ロータリー米山記念奨学生  ドゥリャサット・ファークファン さん

◇出席率報告

 ● 宇津木達也　４年間大変お世話になりまし
た。皆さんのお陰で楽しい高知ライフを過ご
すことができました。高知東ＲＣのますます
の発展を祈念しております！
 ● 石川　健　宇津木さん、４年間ありがとう
ございました。女装姿が忘れられません。岡
崎市でも徳川家康に負けない気持ちでガン
バッテください。　　　　　
 ● 土居祐三　昨日、長女が春休みで帰ってき
ました。久し振りに家族５人が揃いました。
けど、来週は長女が戻り、再来週には次女が
東京へ行ってしまいます。あ～～～～。
 ● 別役重具　正月早々骨折、約２ヵ月半入院
等、本日より一応復帰ということでよろしく
お願いします。皆さまには大変ご迷惑をおか
けし、また、お見舞いなどありがとうござい
ました。妻の誕生日お礼とともに。
 ● 中平真理子　先日の地区協議会が東京の日

本薬剤師会の代議員会と重なり、大川内さん
に代理出席していただきました。
 ● 猿田隆夫　先日の新居浜の地区協、福岡委
員長に代わって出席していただきました。
 ● 大川内孝典（米山記念奨学会委員長）米山
記念奨学生のドゥリャサット・ファークファ
ンさん、卓話ありがとうございます。香長Ｒ
Ｃ、春田カウンセラー様、今日はありがとう
ございました。
 ● 松本隆之　３月11日、地区協議会にご出席
いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。
 ● 竹村克彦　宇津木さんの送別会の二次会で
集めたお金の一部をニコニコへ。
 ● 永光男　松野さん、宇津木さん、送別会
写真お礼。　
 ● 西森良文　本日は卓話ありがとうございま
した。松野さん、写真お礼と併せて。
 ● 西山忠利　久し振りの例会出席。会員増強
委員会よりお願い。現在入会２名。退会３名。
残り３ヵ月半、よろしくお願いいたします。
 ● 八田聡子　誕生祝いありがとうございまし
た。
 ● 西森　大　妻の誕生プレゼントをいただき
ありがとうございます。
 ● 小比賀和弘　何もできていませんが、気が

つけば１年です。めっちゃ早いです。これか
らもよろしくお願いします。
 ● 寺村　勉　入会記念祝いありがとうござい
ます。皆さん、これからもよろしくお願い申

し上げます。
 ● サロンイースト協力金として
　Happy White Day！いつもありがとうござ
います。

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

事務局・河野さん
「プラハのワンコ Vol.2」

高知東ＲＣ情報集会
2018年３月13日㈫　於：城西館

香長ＲＣ花見例会香長ＲＣ花見例会
2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森2018年３月27日㈫　於：月見山こどもの森


