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本日　10月５日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

傍島裕二郎 会員

次週　10月12日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

第2548回　例会報告／令和４年９月21日　天候　晴れ
◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
台風一過で一気に涼しい
というよりも寒いぐらい
になりました。うちのク
ラブも台風とは言いませ
んが、なかなかここのと

ころ忙しくてガバナー補佐の訪問の後、ガバ
ナー訪問がありまして、それなりに初体験な
ものですから、なかなか気が揉める数日であ
りました。
　それで、ガバナー訪問というのはどういう
ものかというのを、ちょっと簡単にご紹介い
たしますが、基本的にはクラブの状況を把握
して指導すると。それからＲＩ、国際ロータ
リーの考え方等を伝えに来るというのがガバ
ナーの主なる業務でして、ですから、あの日
は11時30分から12時10分か20分ですね、その
間に私、鬼田幹事、あと副会長の𠮷永さん、
中西さんの４人でガバナーとガバナー補佐、
代表幹事、主にガバナーがお話されますけど、
そこにガバナー経験者であります柳澤パスト
ガバナーが同席して、いろいろとお話をした
ということでした。
　その話の中で、東ＲＣは諸々の、ガバナー
なりの評価というか採点表みたいなものがあ

るんでしょう。非常に米山、財団含めまして、
よくやっていただいているというお褒めの言
葉をいただきました。これは、私どもはよく
やっているということではなくて、諸々諸先
輩が積み上げた成果だと思います。ただ、そ
の中で、今後の私たち東ＲＣに対する要望と
いうのがいくつかございますが、まずは、何
年か前にキャンペーン的に推進されましたホ
ームページのマイロータリーです。国際ロー
タリーの中でマイロータリー、記憶がござい
ますでしょうか。全員登録ということで、当
時の体制でやりましたけども、今お聞きしま
したところ、うちのクラブは平均30数％の中
ではいいんですが、約50％の方が登録されて
いると。マイロータリーのアカウントの作成
ですね。
　それを有効利用しているかどうかは分かり
ませんが、まぁまぁよくできてる方らしいん
ですけど、今後、ロータリーの情報なんかを
把握するにあたっては、必須のものであると
いうことでした。
　それで、私もちょっとあわてて印刷してき
たんですけど、マイロータリーのアカウント
の作成方法というのを、また皆さんにお渡し
しますので、その当時入会されてなかった方、
それから、パソコンをその当時はお持ちじゃ
なくても今持っている方、ぜひ作成していた
だきたいと思います。
　私、個人的なことを言いますと、これを利
用したのは、ちょこちょこ見てますけど、思
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い出すのは、ハワイで国際大会があるという
ときで、結構大勢で行こうじゃないかという
ことでやりまして、それでクルーズ船に乗っ
て食事をしたりとか、楽しいこともやろうじ
ゃないかということで、私が予約役で四苦八
苦しながら予約を取ったんですけど、でも残
念ながらこのコロナで急遽中止になったもの
ですから、キャンセルするのが大変でした。
このマイロータリーに入ってやるんですけど、
それを思い出します。でもその当時に比べる
とかなりスピードアップして、分かりやすく
なってるそうなんで、ぜひ利用していただき
たいと思います。
　と申しますのは、ガバナーからご指導いた
だいた中に、ロータリー賞というのを意識し
てますかという質問がありまして、全く意識
しておりませんと答えざるを得なかったんで
すね。ですから、それ何ですかって聞きます
と、皆さん、これ中身見ていただきたいんで
すけど、後ほどですね。比較的クリア可能な
目標を作って、それぞれが意識してクリアす
れば、何か賞品とか賞金とか出るものではな
いんでしょうけど、ロータリー賞というのが
あって、世界的には大分盛り上がっていると
いう話です。
　なので、私も初め、全く意識がなかったん
ですけど、これもご紹介するようにいたしま
す。それで後ほど、いろいろ盛りだくさんあ
ったと言いましたけども、会長報告の中で、
先だって参加したクラブ活性化セミナー及び、
特に四国八十八か所、ポリオ根絶祈願の依頼
についての我がクラブの対応なんかも、皆さ
んにお知らせしなきゃいけないと思いますの
で、会長報告の中でお話いたします。
◇会　長　報　告
　今日は２つテーマがありまして、１つは世
界ポリオデーということで、世界中、それか
ら日本中でポリオの撲滅のためのいろんな催
しをやりたいということで、当四国の2670地
区は、世界のポリオデーにちなんで、地区で
は四国八十八か所ポリオ根絶祈願といったも
のを、全四国ロータリーあげてやるので参加
よろしくということで、先んじて来ておりま
した。
　ガバナー補佐訪問の前々日ぐらいだったん
ですけども、いち早く当クラブとしましては

対応を相談すべく、理事会に掛けました。理
事会では、ポリオの根絶と、それからいわゆ
る四国八十八か所ということは、真言宗のお
寺に祈願するということですから、意見の中
では、ロータリーってのは宗教的な色を出す
のはどうかというような理事の方々の声。そ
れから、その他いろいろ意見が出ましたけれ
ども、結論的には、東ＲＣとしては八十八か
所ポリオ根絶祈願というのは参加は見送った
方がいいんじゃないかと言うような意見にな
りました。それで、ガバナー訪問の前に、あ
る程度のことは説明をしといた方がよろしい
だろうということで、私の、会長の名前で地
区に、その説明書を書きましてお送りしまし
た。
　ということで、当クラブとしましては、ク
ラブをあげてということは、今回は遠慮申し
上げたいと。ただ、ポリオ撲滅の活動は今ま
でもやってますし、その活動は賛成をするけ
れどもということで、お送りをしましたので、
その報告をいたします。
　それを受けまして、今度は、先週土曜日、
クラブ活性化セミナーということで、これは
会長、幹事、それから増強委員長、それから
情報委員長の立場で４人が参加してまいった
んですけども、実際に資料等々、クラブ活性
化するにあたってどうしたらいいだろうとい
うようなことで、初めてのセミナーなんです
けども、これが参加者が、先方がガバナーの
八田さん、それから基調講演が、先だって地
区大会で講演された2750地区の水野　功さん、
パストガバナーですね。それから分科会では、
クラブ研修リーダーとしては2680地区、これ
は兵庫県だと思いますけど、それのパストガ
バナーの矢野さん。それから第２分科会で、
会員増強セミナーは、パストガバナーの前田
さん。第３分科会で公共イメージ向上、今回
のテーマであります公共イメージ向上のお話
はパストガバナーの桑原さんということで、
結構長い時間、10時半から始まりまして５時
近くまでお話がありました。
　そこでやっぱり使われた資料が、開けて見
ますとやっぱり四国八十八か所のポリオ根絶
祈願というものを題材にしまして、そういっ
たことのキャンペーンをすることによって、
ロータリークラブのイメージを外部の方に好

印象を与える広告宣伝ですね、そういったこ
とということで、私と鬼田さんが参加したの
は、第３分科会だったんですけれども、どう
も会員増強セミナーでも、ほぼ同じような内
容があったように聞いております。
　それで、先ほど申し上げたように、当クラ
ブの理事会では全員一致で不参加ということ
になりましたけれども、それぞれ個人個人で
参加したいという方がいらっしゃいましたら、
10月22日に八十八か所のお寺にですね、そこ
に祈願に行くということは、個人の自由でご
ざいますんで、どうぞ皆さん、なさってくだ
さい。
　それで、詳細を知りたいという方は、私で

も鬼田幹事のところでもお話いただければ、
またご説明はします。では、そういうことで、
そんなお話がございましたということをご報
告します。
◇幹　事　報　告
・八田ガバナーより、公式訪問のお礼と地区
大会へのお誘いの手紙が届いています。
・2670地区ガバナーノミニーデジグネートに、
織田英正会員（高知南ＲＣ）が正式に決定
しました。
・第１回情報集会を昨日より開催しています。
今日、明日も行いますので、参加をお願い
します。

　大学院の授業は土日や長期の休みのときに
あって、平日は主に実験やデスクワークを行
います。大学を卒業して友達は仕事で忙しく
なりましたが、６人は月に１回、テレビ電話
で近況報告をしています。大学院２回生のと
き、留学生学友会の活動を積極的に企画して
いましたが、これもやはりコロナの関係で対
面での活動などは行うことができませんでし
た。そこで、オンラインの活動として、留学
生たちの間で自分が勉強している専門内容を
知るだけでなく、視野を広げ、他の大学の専
門分野も知るように知識交流講義を行い、高
知工科大学の大学院生は、ゲームデザインに
ついての研究成果を分かりやすく説明しまし
た。
　私のふるさと大連は、アジア大陸の東海岸
に位置し、中国東北遼東半島の最南端、日本
の仙台市とほぼ同じ緯度です。総面積１万
2,574㎞2、人口669万人。東北地域で最も重要
な貿易港と観光都市です。気候は、冬は厳寒
ではなく、夏は酷暑でもなく、四季がはっき
りしています。春は登山、アカシア祭り、夏
は海水浴、ビール祭り、秋は登山や紅葉狩り、
冬は雪が降りますが、あまり積もることはあ
りません。大連の観光地は、広場や公園が多
いという特徴があります。
　私が日本に留学したいと思ったのは、日本
のアニメ「千と千尋の神隠し」が好きだった
からです。これがきっかけで、日本の温泉文
化や食事に興味を持ちました。中学校や高校
では、日本の映画やドラマで、街並み、ライ
フスタイルなど中国と異なるのを見て、環境
の違う場所で生活して、自分の視野や人生の
経験を豊かにしたいと言う気持ちを持ち、高
校卒業後、日本にきました。
　日本語学校で日本語を学びながら、将来の
進路について悩みました。そのとき、名古屋
の図書館で初めて栄養に関する本を読み、何
気なく食事をしていることが、生活習慣病の
予防や免疫力の向上などに関係していること
が分かりました。そして、管理栄養士となっ
て、身近な食材を用いてバランスのいい食事
を作れるようになりたいと思い、大学で栄養
学を学ぶことを決意しました。
　大学４年間で栄養学に関する知識を勉強し、
栄養学の魅力を感じると同時に、日本の文化

を肌で感じることで新しい価値観を得て、語
学力や専門知識を伸ばすだけではなく、生活
能力、トラブル対処能力、文化適用能力など、
様々なスキルも身に付けることができました。
　研究テーマは植物由来性の抗アレルギー作
用に関するもので、期待される結果としては、
野菜摂取によるアレルギー予防や治療効果の
可能性についてです。一口にアレルギーと言
っても、種類や症状は様々です。花粉症、ア
トピー、アナフィラキシーなどは１型アレル
ギー。２型アレルギーは、パセドー病、血小
板減少性紫斑病。３型アレルギーには、関節
リュウマチなど。４型アレルギーには、移植
後の拒絶反応、ツベルクリン反応などの症状
があります。私は食物アレルギーに関係する
１型アレルギーについての研究を行っていて、
化学伝達物質を抑える野菜の成分を見つける
研究を続けています。
　私は高知東ＲＣにお世話になって、まだ短
いのですが、月に１回の例会に参加してたく
さんの学びができました。きちんとした例会
の流れ、会員の方々との名刺交換、スピーチ
を聞くことなど、今まで自分が体験していな
いことや触れていない分野を少しずつ知るこ
とができました。クラブの方々はいつも私に
優しく声をかけてくださり、様々な職種の方
と交流し、視野を広げることで豊かになって
いると感じています。
　私は、大学や大学院の生活で、日本の若者
と接する機会が多かったため、日本人との接
し方ややり取りの仕方を理解できたと思いま
す。これからは、ロータリーを通して、現在
の日本の社会を担う皆さまから学ぶことも多
く、日本と中国をよく知ることで、日本と中
国の文化交流の架け橋になることができると
思います。将来は、中国に帰って、大学の講
師になって、中国での栄養学の普及はもちろ
ん、研究者として世界の舞台に立ち、国際栄
養学やアレルギー分野で活躍したいと考えて
います。
◇米山記念奨学生
　田　甘霖さんに奨学
金をお渡ししました。

•浦田健治　田さん、興味深い卓話ありがと
うございました。
•鬼田知明　前川さん、野町さん、先週末は、
クラブ活性化セミナーに参加いただきありが
とうございました。
•𠮷永光男　台風が過ぎて少し涼しくなりま
した。皆さん、台風の被害なかったですか。

私は鳥小屋の屋根が飛んでビックリ
•西内俊介　今日は田さんの卓話聞いてくだ
さってありがとうございました。今度、10月
20日、南クラブで卓話します。何か分かりに
くいことがありましたら、西内まで知らせて
ください。
•土居祐三　早瀬さん、寺村さん、野町さん、
先日は伯母の葬儀でお世話になりました。
◇遅刻　２件

　私は、高知県立大学人間生活研究科２回生
の田　甘霖です。甘霖は、慈雨という意味が
あり、日でりのときに農作物を潤す雨のこと
です。また、中国では甘霖のことを、長い間、
望んだことが叶えられて喜ぶという意味でも
使います。
　私の出身は中国の東北にある遼寧省大連市
で、家族は父母と私の３人です。趣味は旅行
と写真を撮ること。コロナの影響でこの２年
間は旅行していませんが、コロナの前の日本
に来てからの５年間で、いろんな所へ行きま
した。富士山は、実際には登っていませんが、
箱根の大涌谷で写真を撮りました。写真は月
の上弦から下弦まで変化を楽しんで撮ってい
ます。
　私は学業のために、2015年に日本にまいり
ました。名古屋の日本語学校で日本語と大学
の受験勉強をしました。栄養学に興味がある
ことと、高知県立大学の面接で先生たちが優
しいと感じたため、合格後2017年に高知県立
大学健康栄養学部に入学しました。４年間、

栄養学について幅広く勉強し、さらに、もっ
と深い勉強の必要性を感じ大学院に入学。同
時に、高知・中国留学生学友会会長になり、
日中友好協会と中国大使館と連携し、中国の
留学生がより日本の文化や日本の生活に慣れ
るように、たくさんの活動を行いました。
　大学の４年間で、日本人の友だち５人がで
き、いつも６人で集まって遊んでいました。
友達のお陰で、より早く日本の文化や生活に
慣れることができ、豊かな大学生活を送るこ
とができました。大学祭のときには同級生と
店舗を出して、えびせんを作って売りました。
サークルでは田植えや朝食教室などの活動を
行いました。
　卒業研究では、コロナのために大きな会場
で発表することができなくて、研究室内で気
楽に卒業発表を行いました。卒業式には中国
の漢民族の衣装・漢服を来て、６人の友だち
とはりまや橋の近くで写真を撮りました。今、
中国でも漢服が若者の中でブームになってい
ます。



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
台風一過で一気に涼しい
というよりも寒いぐらい
になりました。うちのク
ラブも台風とは言いませ
んが、なかなかここのと

ころ忙しくてガバナー補佐の訪問の後、ガバ
ナー訪問がありまして、それなりに初体験な
ものですから、なかなか気が揉める数日であ
りました。
　それで、ガバナー訪問というのはどういう
ものかというのを、ちょっと簡単にご紹介い
たしますが、基本的にはクラブの状況を把握
して指導すると。それからＲＩ、国際ロータ
リーの考え方等を伝えに来るというのがガバ
ナーの主なる業務でして、ですから、あの日
は11時30分から12時10分か20分ですね、その
間に私、鬼田幹事、あと副会長の𠮷永さん、
中西さんの４人でガバナーとガバナー補佐、
代表幹事、主にガバナーがお話されますけど、
そこにガバナー経験者であります柳澤パスト
ガバナーが同席して、いろいろとお話をした
ということでした。
　その話の中で、東ＲＣは諸々の、ガバナー
なりの評価というか採点表みたいなものがあ

るんでしょう。非常に米山、財団含めまして、
よくやっていただいているというお褒めの言
葉をいただきました。これは、私どもはよく
やっているということではなくて、諸々諸先
輩が積み上げた成果だと思います。ただ、そ
の中で、今後の私たち東ＲＣに対する要望と
いうのがいくつかございますが、まずは、何
年か前にキャンペーン的に推進されましたホ
ームページのマイロータリーです。国際ロー
タリーの中でマイロータリー、記憶がござい
ますでしょうか。全員登録ということで、当
時の体制でやりましたけども、今お聞きしま
したところ、うちのクラブは平均30数％の中
ではいいんですが、約50％の方が登録されて
いると。マイロータリーのアカウントの作成
ですね。
　それを有効利用しているかどうかは分かり
ませんが、まぁまぁよくできてる方らしいん
ですけど、今後、ロータリーの情報なんかを
把握するにあたっては、必須のものであると
いうことでした。
　それで、私もちょっとあわてて印刷してき
たんですけど、マイロータリーのアカウント
の作成方法というのを、また皆さんにお渡し
しますので、その当時入会されてなかった方、
それから、パソコンをその当時はお持ちじゃ
なくても今持っている方、ぜひ作成していた
だきたいと思います。
　私、個人的なことを言いますと、これを利
用したのは、ちょこちょこ見てますけど、思

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

い出すのは、ハワイで国際大会があるという
ときで、結構大勢で行こうじゃないかという
ことでやりまして、それでクルーズ船に乗っ
て食事をしたりとか、楽しいこともやろうじ
ゃないかということで、私が予約役で四苦八
苦しながら予約を取ったんですけど、でも残
念ながらこのコロナで急遽中止になったもの
ですから、キャンセルするのが大変でした。
このマイロータリーに入ってやるんですけど、
それを思い出します。でもその当時に比べる
とかなりスピードアップして、分かりやすく
なってるそうなんで、ぜひ利用していただき
たいと思います。
　と申しますのは、ガバナーからご指導いた
だいた中に、ロータリー賞というのを意識し
てますかという質問がありまして、全く意識
しておりませんと答えざるを得なかったんで
すね。ですから、それ何ですかって聞きます
と、皆さん、これ中身見ていただきたいんで
すけど、後ほどですね。比較的クリア可能な
目標を作って、それぞれが意識してクリアす
れば、何か賞品とか賞金とか出るものではな
いんでしょうけど、ロータリー賞というのが
あって、世界的には大分盛り上がっていると
いう話です。
　なので、私も初め、全く意識がなかったん
ですけど、これもご紹介するようにいたしま
す。それで後ほど、いろいろ盛りだくさんあ
ったと言いましたけども、会長報告の中で、
先だって参加したクラブ活性化セミナー及び、
特に四国八十八か所、ポリオ根絶祈願の依頼
についての我がクラブの対応なんかも、皆さ
んにお知らせしなきゃいけないと思いますの
で、会長報告の中でお話いたします。
◇会　長　報　告
　今日は２つテーマがありまして、１つは世
界ポリオデーということで、世界中、それか
ら日本中でポリオの撲滅のためのいろんな催
しをやりたいということで、当四国の2670地
区は、世界のポリオデーにちなんで、地区で
は四国八十八か所ポリオ根絶祈願といったも
のを、全四国ロータリーあげてやるので参加
よろしくということで、先んじて来ておりま
した。
　ガバナー補佐訪問の前々日ぐらいだったん
ですけども、いち早く当クラブとしましては

対応を相談すべく、理事会に掛けました。理
事会では、ポリオの根絶と、それからいわゆ
る四国八十八か所ということは、真言宗のお
寺に祈願するということですから、意見の中
では、ロータリーってのは宗教的な色を出す
のはどうかというような理事の方々の声。そ
れから、その他いろいろ意見が出ましたけれ
ども、結論的には、東ＲＣとしては八十八か
所ポリオ根絶祈願というのは参加は見送った
方がいいんじゃないかと言うような意見にな
りました。それで、ガバナー訪問の前に、あ
る程度のことは説明をしといた方がよろしい
だろうということで、私の、会長の名前で地
区に、その説明書を書きましてお送りしまし
た。
　ということで、当クラブとしましては、ク
ラブをあげてということは、今回は遠慮申し
上げたいと。ただ、ポリオ撲滅の活動は今ま
でもやってますし、その活動は賛成をするけ
れどもということで、お送りをしましたので、
その報告をいたします。
　それを受けまして、今度は、先週土曜日、
クラブ活性化セミナーということで、これは
会長、幹事、それから増強委員長、それから
情報委員長の立場で４人が参加してまいった
んですけども、実際に資料等々、クラブ活性
化するにあたってどうしたらいいだろうとい
うようなことで、初めてのセミナーなんです
けども、これが参加者が、先方がガバナーの
八田さん、それから基調講演が、先だって地
区大会で講演された2750地区の水野　功さん、
パストガバナーですね。それから分科会では、
クラブ研修リーダーとしては2680地区、これ
は兵庫県だと思いますけど、それのパストガ
バナーの矢野さん。それから第２分科会で、
会員増強セミナーは、パストガバナーの前田
さん。第３分科会で公共イメージ向上、今回
のテーマであります公共イメージ向上のお話
はパストガバナーの桑原さんということで、
結構長い時間、10時半から始まりまして５時
近くまでお話がありました。
　そこでやっぱり使われた資料が、開けて見
ますとやっぱり四国八十八か所のポリオ根絶
祈願というものを題材にしまして、そういっ
たことのキャンペーンをすることによって、
ロータリークラブのイメージを外部の方に好

印象を与える広告宣伝ですね、そういったこ
とということで、私と鬼田さんが参加したの
は、第３分科会だったんですけれども、どう
も会員増強セミナーでも、ほぼ同じような内
容があったように聞いております。
　それで、先ほど申し上げたように、当クラ
ブの理事会では全員一致で不参加ということ
になりましたけれども、それぞれ個人個人で
参加したいという方がいらっしゃいましたら、
10月22日に八十八か所のお寺にですね、そこ
に祈願に行くということは、個人の自由でご
ざいますんで、どうぞ皆さん、なさってくだ
さい。
　それで、詳細を知りたいという方は、私で

も鬼田幹事のところでもお話いただければ、
またご説明はします。では、そういうことで、
そんなお話がございましたということをご報
告します。
◇幹　事　報　告
・八田ガバナーより、公式訪問のお礼と地区
大会へのお誘いの手紙が届いています。
・2670地区ガバナーノミニーデジグネートに、
織田英正会員（高知南ＲＣ）が正式に決定
しました。
・第１回情報集会を昨日より開催しています。
今日、明日も行いますので、参加をお願い
します。

　大学院の授業は土日や長期の休みのときに
あって、平日は主に実験やデスクワークを行
います。大学を卒業して友達は仕事で忙しく
なりましたが、６人は月に１回、テレビ電話
で近況報告をしています。大学院２回生のと
き、留学生学友会の活動を積極的に企画して
いましたが、これもやはりコロナの関係で対
面での活動などは行うことができませんでし
た。そこで、オンラインの活動として、留学
生たちの間で自分が勉強している専門内容を
知るだけでなく、視野を広げ、他の大学の専
門分野も知るように知識交流講義を行い、高
知工科大学の大学院生は、ゲームデザインに
ついての研究成果を分かりやすく説明しまし
た。
　私のふるさと大連は、アジア大陸の東海岸
に位置し、中国東北遼東半島の最南端、日本
の仙台市とほぼ同じ緯度です。総面積１万
2,574㎞2、人口669万人。東北地域で最も重要
な貿易港と観光都市です。気候は、冬は厳寒
ではなく、夏は酷暑でもなく、四季がはっき
りしています。春は登山、アカシア祭り、夏
は海水浴、ビール祭り、秋は登山や紅葉狩り、
冬は雪が降りますが、あまり積もることはあ
りません。大連の観光地は、広場や公園が多
いという特徴があります。
　私が日本に留学したいと思ったのは、日本
のアニメ「千と千尋の神隠し」が好きだった
からです。これがきっかけで、日本の温泉文
化や食事に興味を持ちました。中学校や高校
では、日本の映画やドラマで、街並み、ライ
フスタイルなど中国と異なるのを見て、環境
の違う場所で生活して、自分の視野や人生の
経験を豊かにしたいと言う気持ちを持ち、高
校卒業後、日本にきました。
　日本語学校で日本語を学びながら、将来の
進路について悩みました。そのとき、名古屋
の図書館で初めて栄養に関する本を読み、何
気なく食事をしていることが、生活習慣病の
予防や免疫力の向上などに関係していること
が分かりました。そして、管理栄養士となっ
て、身近な食材を用いてバランスのいい食事
を作れるようになりたいと思い、大学で栄養
学を学ぶことを決意しました。
　大学４年間で栄養学に関する知識を勉強し、
栄養学の魅力を感じると同時に、日本の文化

を肌で感じることで新しい価値観を得て、語
学力や専門知識を伸ばすだけではなく、生活
能力、トラブル対処能力、文化適用能力など、
様々なスキルも身に付けることができました。
　研究テーマは植物由来性の抗アレルギー作
用に関するもので、期待される結果としては、
野菜摂取によるアレルギー予防や治療効果の
可能性についてです。一口にアレルギーと言
っても、種類や症状は様々です。花粉症、ア
トピー、アナフィラキシーなどは１型アレル
ギー。２型アレルギーは、パセドー病、血小
板減少性紫斑病。３型アレルギーには、関節
リュウマチなど。４型アレルギーには、移植
後の拒絶反応、ツベルクリン反応などの症状
があります。私は食物アレルギーに関係する
１型アレルギーについての研究を行っていて、
化学伝達物質を抑える野菜の成分を見つける
研究を続けています。
　私は高知東ＲＣにお世話になって、まだ短
いのですが、月に１回の例会に参加してたく
さんの学びができました。きちんとした例会
の流れ、会員の方々との名刺交換、スピーチ
を聞くことなど、今まで自分が体験していな
いことや触れていない分野を少しずつ知るこ
とができました。クラブの方々はいつも私に
優しく声をかけてくださり、様々な職種の方
と交流し、視野を広げることで豊かになって
いると感じています。
　私は、大学や大学院の生活で、日本の若者
と接する機会が多かったため、日本人との接
し方ややり取りの仕方を理解できたと思いま
す。これからは、ロータリーを通して、現在
の日本の社会を担う皆さまから学ぶことも多
く、日本と中国をよく知ることで、日本と中
国の文化交流の架け橋になることができると
思います。将来は、中国に帰って、大学の講
師になって、中国での栄養学の普及はもちろ
ん、研究者として世界の舞台に立ち、国際栄
養学やアレルギー分野で活躍したいと考えて
います。
◇米山記念奨学生
　田　甘霖さんに奨学
金をお渡ししました。

•浦田健治　田さん、興味深い卓話ありがと
うございました。
•鬼田知明　前川さん、野町さん、先週末は、
クラブ活性化セミナーに参加いただきありが
とうございました。
•𠮷永光男　台風が過ぎて少し涼しくなりま
した。皆さん、台風の被害なかったですか。

私は鳥小屋の屋根が飛んでビックリ
•西内俊介　今日は田さんの卓話聞いてくだ
さってありがとうございました。今度、10月
20日、南クラブで卓話します。何か分かりに
くいことがありましたら、西内まで知らせて
ください。
•土居祐三　早瀬さん、寺村さん、野町さん、
先日は伯母の葬儀でお世話になりました。
◇遅刻　２件

　私は、高知県立大学人間生活研究科２回生
の田　甘霖です。甘霖は、慈雨という意味が
あり、日でりのときに農作物を潤す雨のこと
です。また、中国では甘霖のことを、長い間、
望んだことが叶えられて喜ぶという意味でも
使います。
　私の出身は中国の東北にある遼寧省大連市
で、家族は父母と私の３人です。趣味は旅行
と写真を撮ること。コロナの影響でこの２年
間は旅行していませんが、コロナの前の日本
に来てからの５年間で、いろんな所へ行きま
した。富士山は、実際には登っていませんが、
箱根の大涌谷で写真を撮りました。写真は月
の上弦から下弦まで変化を楽しんで撮ってい
ます。
　私は学業のために、2015年に日本にまいり
ました。名古屋の日本語学校で日本語と大学
の受験勉強をしました。栄養学に興味がある
ことと、高知県立大学の面接で先生たちが優
しいと感じたため、合格後2017年に高知県立
大学健康栄養学部に入学しました。４年間、

栄養学について幅広く勉強し、さらに、もっ
と深い勉強の必要性を感じ大学院に入学。同
時に、高知・中国留学生学友会会長になり、
日中友好協会と中国大使館と連携し、中国の
留学生がより日本の文化や日本の生活に慣れ
るように、たくさんの活動を行いました。
　大学の４年間で、日本人の友だち５人がで
き、いつも６人で集まって遊んでいました。
友達のお陰で、より早く日本の文化や生活に
慣れることができ、豊かな大学生活を送るこ
とができました。大学祭のときには同級生と
店舗を出して、えびせんを作って売りました。
サークルでは田植えや朝食教室などの活動を
行いました。
　卒業研究では、コロナのために大きな会場
で発表することができなくて、研究室内で気
楽に卒業発表を行いました。卒業式には中国
の漢民族の衣装・漢服を来て、６人の友だち
とはりまや橋の近くで写真を撮りました。今、
中国でも漢服が若者の中でブームになってい
ます。



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
台風一過で一気に涼しい
というよりも寒いぐらい
になりました。うちのク
ラブも台風とは言いませ
んが、なかなかここのと

ころ忙しくてガバナー補佐の訪問の後、ガバ
ナー訪問がありまして、それなりに初体験な
ものですから、なかなか気が揉める数日であ
りました。
　それで、ガバナー訪問というのはどういう
ものかというのを、ちょっと簡単にご紹介い
たしますが、基本的にはクラブの状況を把握
して指導すると。それからＲＩ、国際ロータ
リーの考え方等を伝えに来るというのがガバ
ナーの主なる業務でして、ですから、あの日
は11時30分から12時10分か20分ですね、その
間に私、鬼田幹事、あと副会長の𠮷永さん、
中西さんの４人でガバナーとガバナー補佐、
代表幹事、主にガバナーがお話されますけど、
そこにガバナー経験者であります柳澤パスト
ガバナーが同席して、いろいろとお話をした
ということでした。
　その話の中で、東ＲＣは諸々の、ガバナー
なりの評価というか採点表みたいなものがあ

るんでしょう。非常に米山、財団含めまして、
よくやっていただいているというお褒めの言
葉をいただきました。これは、私どもはよく
やっているということではなくて、諸々諸先
輩が積み上げた成果だと思います。ただ、そ
の中で、今後の私たち東ＲＣに対する要望と
いうのがいくつかございますが、まずは、何
年か前にキャンペーン的に推進されましたホ
ームページのマイロータリーです。国際ロー
タリーの中でマイロータリー、記憶がござい
ますでしょうか。全員登録ということで、当
時の体制でやりましたけども、今お聞きしま
したところ、うちのクラブは平均30数％の中
ではいいんですが、約50％の方が登録されて
いると。マイロータリーのアカウントの作成
ですね。
　それを有効利用しているかどうかは分かり
ませんが、まぁまぁよくできてる方らしいん
ですけど、今後、ロータリーの情報なんかを
把握するにあたっては、必須のものであると
いうことでした。
　それで、私もちょっとあわてて印刷してき
たんですけど、マイロータリーのアカウント
の作成方法というのを、また皆さんにお渡し
しますので、その当時入会されてなかった方、
それから、パソコンをその当時はお持ちじゃ
なくても今持っている方、ぜひ作成していた
だきたいと思います。
　私、個人的なことを言いますと、これを利
用したのは、ちょこちょこ見てますけど、思
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い出すのは、ハワイで国際大会があるという
ときで、結構大勢で行こうじゃないかという
ことでやりまして、それでクルーズ船に乗っ
て食事をしたりとか、楽しいこともやろうじ
ゃないかということで、私が予約役で四苦八
苦しながら予約を取ったんですけど、でも残
念ながらこのコロナで急遽中止になったもの
ですから、キャンセルするのが大変でした。
このマイロータリーに入ってやるんですけど、
それを思い出します。でもその当時に比べる
とかなりスピードアップして、分かりやすく
なってるそうなんで、ぜひ利用していただき
たいと思います。
　と申しますのは、ガバナーからご指導いた
だいた中に、ロータリー賞というのを意識し
てますかという質問がありまして、全く意識
しておりませんと答えざるを得なかったんで
すね。ですから、それ何ですかって聞きます
と、皆さん、これ中身見ていただきたいんで
すけど、後ほどですね。比較的クリア可能な
目標を作って、それぞれが意識してクリアす
れば、何か賞品とか賞金とか出るものではな
いんでしょうけど、ロータリー賞というのが
あって、世界的には大分盛り上がっていると
いう話です。
　なので、私も初め、全く意識がなかったん
ですけど、これもご紹介するようにいたしま
す。それで後ほど、いろいろ盛りだくさんあ
ったと言いましたけども、会長報告の中で、
先だって参加したクラブ活性化セミナー及び、
特に四国八十八か所、ポリオ根絶祈願の依頼
についての我がクラブの対応なんかも、皆さ
んにお知らせしなきゃいけないと思いますの
で、会長報告の中でお話いたします。
◇会　長　報　告
　今日は２つテーマがありまして、１つは世
界ポリオデーということで、世界中、それか
ら日本中でポリオの撲滅のためのいろんな催
しをやりたいということで、当四国の2670地
区は、世界のポリオデーにちなんで、地区で
は四国八十八か所ポリオ根絶祈願といったも
のを、全四国ロータリーあげてやるので参加
よろしくということで、先んじて来ておりま
した。
　ガバナー補佐訪問の前々日ぐらいだったん
ですけども、いち早く当クラブとしましては

対応を相談すべく、理事会に掛けました。理
事会では、ポリオの根絶と、それからいわゆ
る四国八十八か所ということは、真言宗のお
寺に祈願するということですから、意見の中
では、ロータリーってのは宗教的な色を出す
のはどうかというような理事の方々の声。そ
れから、その他いろいろ意見が出ましたけれ
ども、結論的には、東ＲＣとしては八十八か
所ポリオ根絶祈願というのは参加は見送った
方がいいんじゃないかと言うような意見にな
りました。それで、ガバナー訪問の前に、あ
る程度のことは説明をしといた方がよろしい
だろうということで、私の、会長の名前で地
区に、その説明書を書きましてお送りしまし
た。
　ということで、当クラブとしましては、ク
ラブをあげてということは、今回は遠慮申し
上げたいと。ただ、ポリオ撲滅の活動は今ま
でもやってますし、その活動は賛成をするけ
れどもということで、お送りをしましたので、
その報告をいたします。
　それを受けまして、今度は、先週土曜日、
クラブ活性化セミナーということで、これは
会長、幹事、それから増強委員長、それから
情報委員長の立場で４人が参加してまいった
んですけども、実際に資料等々、クラブ活性
化するにあたってどうしたらいいだろうとい
うようなことで、初めてのセミナーなんです
けども、これが参加者が、先方がガバナーの
八田さん、それから基調講演が、先だって地
区大会で講演された2750地区の水野　功さん、
パストガバナーですね。それから分科会では、
クラブ研修リーダーとしては2680地区、これ
は兵庫県だと思いますけど、それのパストガ
バナーの矢野さん。それから第２分科会で、
会員増強セミナーは、パストガバナーの前田
さん。第３分科会で公共イメージ向上、今回
のテーマであります公共イメージ向上のお話
はパストガバナーの桑原さんということで、
結構長い時間、10時半から始まりまして５時
近くまでお話がありました。
　そこでやっぱり使われた資料が、開けて見
ますとやっぱり四国八十八か所のポリオ根絶
祈願というものを題材にしまして、そういっ
たことのキャンペーンをすることによって、
ロータリークラブのイメージを外部の方に好

印象を与える広告宣伝ですね、そういったこ
とということで、私と鬼田さんが参加したの
は、第３分科会だったんですけれども、どう
も会員増強セミナーでも、ほぼ同じような内
容があったように聞いております。
　それで、先ほど申し上げたように、当クラ
ブの理事会では全員一致で不参加ということ
になりましたけれども、それぞれ個人個人で
参加したいという方がいらっしゃいましたら、
10月22日に八十八か所のお寺にですね、そこ
に祈願に行くということは、個人の自由でご
ざいますんで、どうぞ皆さん、なさってくだ
さい。
　それで、詳細を知りたいという方は、私で

も鬼田幹事のところでもお話いただければ、
またご説明はします。では、そういうことで、
そんなお話がございましたということをご報
告します。
◇幹　事　報　告
・八田ガバナーより、公式訪問のお礼と地区
大会へのお誘いの手紙が届いています。
・2670地区ガバナーノミニーデジグネートに、
織田英正会員（高知南ＲＣ）が正式に決定
しました。
・第１回情報集会を昨日より開催しています。
今日、明日も行いますので、参加をお願い
します。

　大学院の授業は土日や長期の休みのときに
あって、平日は主に実験やデスクワークを行
います。大学を卒業して友達は仕事で忙しく
なりましたが、６人は月に１回、テレビ電話
で近況報告をしています。大学院２回生のと
き、留学生学友会の活動を積極的に企画して
いましたが、これもやはりコロナの関係で対
面での活動などは行うことができませんでし
た。そこで、オンラインの活動として、留学
生たちの間で自分が勉強している専門内容を
知るだけでなく、視野を広げ、他の大学の専
門分野も知るように知識交流講義を行い、高
知工科大学の大学院生は、ゲームデザインに
ついての研究成果を分かりやすく説明しまし
た。
　私のふるさと大連は、アジア大陸の東海岸
に位置し、中国東北遼東半島の最南端、日本
の仙台市とほぼ同じ緯度です。総面積１万
2,574㎞2、人口669万人。東北地域で最も重要
な貿易港と観光都市です。気候は、冬は厳寒
ではなく、夏は酷暑でもなく、四季がはっき
りしています。春は登山、アカシア祭り、夏
は海水浴、ビール祭り、秋は登山や紅葉狩り、
冬は雪が降りますが、あまり積もることはあ
りません。大連の観光地は、広場や公園が多
いという特徴があります。
　私が日本に留学したいと思ったのは、日本
のアニメ「千と千尋の神隠し」が好きだった
からです。これがきっかけで、日本の温泉文
化や食事に興味を持ちました。中学校や高校
では、日本の映画やドラマで、街並み、ライ
フスタイルなど中国と異なるのを見て、環境
の違う場所で生活して、自分の視野や人生の
経験を豊かにしたいと言う気持ちを持ち、高
校卒業後、日本にきました。
　日本語学校で日本語を学びながら、将来の
進路について悩みました。そのとき、名古屋
の図書館で初めて栄養に関する本を読み、何
気なく食事をしていることが、生活習慣病の
予防や免疫力の向上などに関係していること
が分かりました。そして、管理栄養士となっ
て、身近な食材を用いてバランスのいい食事
を作れるようになりたいと思い、大学で栄養
学を学ぶことを決意しました。
　大学４年間で栄養学に関する知識を勉強し、
栄養学の魅力を感じると同時に、日本の文化

を肌で感じることで新しい価値観を得て、語
学力や専門知識を伸ばすだけではなく、生活
能力、トラブル対処能力、文化適用能力など、
様々なスキルも身に付けることができました。
　研究テーマは植物由来性の抗アレルギー作
用に関するもので、期待される結果としては、
野菜摂取によるアレルギー予防や治療効果の
可能性についてです。一口にアレルギーと言
っても、種類や症状は様々です。花粉症、ア
トピー、アナフィラキシーなどは１型アレル
ギー。２型アレルギーは、パセドー病、血小
板減少性紫斑病。３型アレルギーには、関節
リュウマチなど。４型アレルギーには、移植
後の拒絶反応、ツベルクリン反応などの症状
があります。私は食物アレルギーに関係する
１型アレルギーについての研究を行っていて、
化学伝達物質を抑える野菜の成分を見つける
研究を続けています。
　私は高知東ＲＣにお世話になって、まだ短
いのですが、月に１回の例会に参加してたく
さんの学びができました。きちんとした例会
の流れ、会員の方々との名刺交換、スピーチ
を聞くことなど、今まで自分が体験していな
いことや触れていない分野を少しずつ知るこ
とができました。クラブの方々はいつも私に
優しく声をかけてくださり、様々な職種の方
と交流し、視野を広げることで豊かになって
いると感じています。
　私は、大学や大学院の生活で、日本の若者
と接する機会が多かったため、日本人との接
し方ややり取りの仕方を理解できたと思いま
す。これからは、ロータリーを通して、現在
の日本の社会を担う皆さまから学ぶことも多
く、日本と中国をよく知ることで、日本と中
国の文化交流の架け橋になることができると
思います。将来は、中国に帰って、大学の講
師になって、中国での栄養学の普及はもちろ
ん、研究者として世界の舞台に立ち、国際栄
養学やアレルギー分野で活躍したいと考えて
います。
◇米山記念奨学生
　田　甘霖さんに奨学
金をお渡ししました。

•浦田健治　田さん、興味深い卓話ありがと
うございました。
•鬼田知明　前川さん、野町さん、先週末は、
クラブ活性化セミナーに参加いただきありが
とうございました。
•𠮷永光男　台風が過ぎて少し涼しくなりま
した。皆さん、台風の被害なかったですか。

私は鳥小屋の屋根が飛んでビックリ
•西内俊介　今日は田さんの卓話聞いてくだ
さってありがとうございました。今度、10月
20日、南クラブで卓話します。何か分かりに
くいことがありましたら、西内まで知らせて
ください。
•土居祐三　早瀬さん、寺村さん、野町さん、
先日は伯母の葬儀でお世話になりました。
◇遅刻　２件

「母国のこと、
　　そして日本に来て
　　　　　７年間のこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  田　　甘霖 さん

　私は、高知県立大学人間生活研究科２回生
の田　甘霖です。甘霖は、慈雨という意味が
あり、日でりのときに農作物を潤す雨のこと
です。また、中国では甘霖のことを、長い間、
望んだことが叶えられて喜ぶという意味でも
使います。
　私の出身は中国の東北にある遼寧省大連市
で、家族は父母と私の３人です。趣味は旅行
と写真を撮ること。コロナの影響でこの２年
間は旅行していませんが、コロナの前の日本
に来てからの５年間で、いろんな所へ行きま
した。富士山は、実際には登っていませんが、
箱根の大涌谷で写真を撮りました。写真は月
の上弦から下弦まで変化を楽しんで撮ってい
ます。
　私は学業のために、2015年に日本にまいり
ました。名古屋の日本語学校で日本語と大学
の受験勉強をしました。栄養学に興味がある
ことと、高知県立大学の面接で先生たちが優
しいと感じたため、合格後2017年に高知県立
大学健康栄養学部に入学しました。４年間、

栄養学について幅広く勉強し、さらに、もっ
と深い勉強の必要性を感じ大学院に入学。同
時に、高知・中国留学生学友会会長になり、
日中友好協会と中国大使館と連携し、中国の
留学生がより日本の文化や日本の生活に慣れ
るように、たくさんの活動を行いました。
　大学の４年間で、日本人の友だち５人がで
き、いつも６人で集まって遊んでいました。
友達のお陰で、より早く日本の文化や生活に
慣れることができ、豊かな大学生活を送るこ
とができました。大学祭のときには同級生と
店舗を出して、えびせんを作って売りました。
サークルでは田植えや朝食教室などの活動を
行いました。
　卒業研究では、コロナのために大きな会場
で発表することができなくて、研究室内で気
楽に卒業発表を行いました。卒業式には中国
の漢民族の衣装・漢服を来て、６人の友だち
とはりまや橋の近くで写真を撮りました。今、
中国でも漢服が若者の中でブームになってい
ます。



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
台風一過で一気に涼しい
というよりも寒いぐらい
になりました。うちのク
ラブも台風とは言いませ
んが、なかなかここのと

ころ忙しくてガバナー補佐の訪問の後、ガバ
ナー訪問がありまして、それなりに初体験な
ものですから、なかなか気が揉める数日であ
りました。
　それで、ガバナー訪問というのはどういう
ものかというのを、ちょっと簡単にご紹介い
たしますが、基本的にはクラブの状況を把握
して指導すると。それからＲＩ、国際ロータ
リーの考え方等を伝えに来るというのがガバ
ナーの主なる業務でして、ですから、あの日
は11時30分から12時10分か20分ですね、その
間に私、鬼田幹事、あと副会長の𠮷永さん、
中西さんの４人でガバナーとガバナー補佐、
代表幹事、主にガバナーがお話されますけど、
そこにガバナー経験者であります柳澤パスト
ガバナーが同席して、いろいろとお話をした
ということでした。
　その話の中で、東ＲＣは諸々の、ガバナー
なりの評価というか採点表みたいなものがあ

るんでしょう。非常に米山、財団含めまして、
よくやっていただいているというお褒めの言
葉をいただきました。これは、私どもはよく
やっているということではなくて、諸々諸先
輩が積み上げた成果だと思います。ただ、そ
の中で、今後の私たち東ＲＣに対する要望と
いうのがいくつかございますが、まずは、何
年か前にキャンペーン的に推進されましたホ
ームページのマイロータリーです。国際ロー
タリーの中でマイロータリー、記憶がござい
ますでしょうか。全員登録ということで、当
時の体制でやりましたけども、今お聞きしま
したところ、うちのクラブは平均30数％の中
ではいいんですが、約50％の方が登録されて
いると。マイロータリーのアカウントの作成
ですね。
　それを有効利用しているかどうかは分かり
ませんが、まぁまぁよくできてる方らしいん
ですけど、今後、ロータリーの情報なんかを
把握するにあたっては、必須のものであると
いうことでした。
　それで、私もちょっとあわてて印刷してき
たんですけど、マイロータリーのアカウント
の作成方法というのを、また皆さんにお渡し
しますので、その当時入会されてなかった方、
それから、パソコンをその当時はお持ちじゃ
なくても今持っている方、ぜひ作成していた
だきたいと思います。
　私、個人的なことを言いますと、これを利
用したのは、ちょこちょこ見てますけど、思
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い出すのは、ハワイで国際大会があるという
ときで、結構大勢で行こうじゃないかという
ことでやりまして、それでクルーズ船に乗っ
て食事をしたりとか、楽しいこともやろうじ
ゃないかということで、私が予約役で四苦八
苦しながら予約を取ったんですけど、でも残
念ながらこのコロナで急遽中止になったもの
ですから、キャンセルするのが大変でした。
このマイロータリーに入ってやるんですけど、
それを思い出します。でもその当時に比べる
とかなりスピードアップして、分かりやすく
なってるそうなんで、ぜひ利用していただき
たいと思います。
　と申しますのは、ガバナーからご指導いた
だいた中に、ロータリー賞というのを意識し
てますかという質問がありまして、全く意識
しておりませんと答えざるを得なかったんで
すね。ですから、それ何ですかって聞きます
と、皆さん、これ中身見ていただきたいんで
すけど、後ほどですね。比較的クリア可能な
目標を作って、それぞれが意識してクリアす
れば、何か賞品とか賞金とか出るものではな
いんでしょうけど、ロータリー賞というのが
あって、世界的には大分盛り上がっていると
いう話です。
　なので、私も初め、全く意識がなかったん
ですけど、これもご紹介するようにいたしま
す。それで後ほど、いろいろ盛りだくさんあ
ったと言いましたけども、会長報告の中で、
先だって参加したクラブ活性化セミナー及び、
特に四国八十八か所、ポリオ根絶祈願の依頼
についての我がクラブの対応なんかも、皆さ
んにお知らせしなきゃいけないと思いますの
で、会長報告の中でお話いたします。
◇会　長　報　告
　今日は２つテーマがありまして、１つは世
界ポリオデーということで、世界中、それか
ら日本中でポリオの撲滅のためのいろんな催
しをやりたいということで、当四国の2670地
区は、世界のポリオデーにちなんで、地区で
は四国八十八か所ポリオ根絶祈願といったも
のを、全四国ロータリーあげてやるので参加
よろしくということで、先んじて来ておりま
した。
　ガバナー補佐訪問の前々日ぐらいだったん
ですけども、いち早く当クラブとしましては

対応を相談すべく、理事会に掛けました。理
事会では、ポリオの根絶と、それからいわゆ
る四国八十八か所ということは、真言宗のお
寺に祈願するということですから、意見の中
では、ロータリーってのは宗教的な色を出す
のはどうかというような理事の方々の声。そ
れから、その他いろいろ意見が出ましたけれ
ども、結論的には、東ＲＣとしては八十八か
所ポリオ根絶祈願というのは参加は見送った
方がいいんじゃないかと言うような意見にな
りました。それで、ガバナー訪問の前に、あ
る程度のことは説明をしといた方がよろしい
だろうということで、私の、会長の名前で地
区に、その説明書を書きましてお送りしまし
た。
　ということで、当クラブとしましては、ク
ラブをあげてということは、今回は遠慮申し
上げたいと。ただ、ポリオ撲滅の活動は今ま
でもやってますし、その活動は賛成をするけ
れどもということで、お送りをしましたので、
その報告をいたします。
　それを受けまして、今度は、先週土曜日、
クラブ活性化セミナーということで、これは
会長、幹事、それから増強委員長、それから
情報委員長の立場で４人が参加してまいった
んですけども、実際に資料等々、クラブ活性
化するにあたってどうしたらいいだろうとい
うようなことで、初めてのセミナーなんです
けども、これが参加者が、先方がガバナーの
八田さん、それから基調講演が、先だって地
区大会で講演された2750地区の水野　功さん、
パストガバナーですね。それから分科会では、
クラブ研修リーダーとしては2680地区、これ
は兵庫県だと思いますけど、それのパストガ
バナーの矢野さん。それから第２分科会で、
会員増強セミナーは、パストガバナーの前田
さん。第３分科会で公共イメージ向上、今回
のテーマであります公共イメージ向上のお話
はパストガバナーの桑原さんということで、
結構長い時間、10時半から始まりまして５時
近くまでお話がありました。
　そこでやっぱり使われた資料が、開けて見
ますとやっぱり四国八十八か所のポリオ根絶
祈願というものを題材にしまして、そういっ
たことのキャンペーンをすることによって、
ロータリークラブのイメージを外部の方に好

印象を与える広告宣伝ですね、そういったこ
とということで、私と鬼田さんが参加したの
は、第３分科会だったんですけれども、どう
も会員増強セミナーでも、ほぼ同じような内
容があったように聞いております。
　それで、先ほど申し上げたように、当クラ
ブの理事会では全員一致で不参加ということ
になりましたけれども、それぞれ個人個人で
参加したいという方がいらっしゃいましたら、
10月22日に八十八か所のお寺にですね、そこ
に祈願に行くということは、個人の自由でご
ざいますんで、どうぞ皆さん、なさってくだ
さい。
　それで、詳細を知りたいという方は、私で

も鬼田幹事のところでもお話いただければ、
またご説明はします。では、そういうことで、
そんなお話がございましたということをご報
告します。
◇幹　事　報　告
・八田ガバナーより、公式訪問のお礼と地区
大会へのお誘いの手紙が届いています。
・2670地区ガバナーノミニーデジグネートに、
織田英正会員（高知南ＲＣ）が正式に決定
しました。
・第１回情報集会を昨日より開催しています。
今日、明日も行いますので、参加をお願い
します。

　大学院の授業は土日や長期の休みのときに
あって、平日は主に実験やデスクワークを行
います。大学を卒業して友達は仕事で忙しく
なりましたが、６人は月に１回、テレビ電話
で近況報告をしています。大学院２回生のと
き、留学生学友会の活動を積極的に企画して
いましたが、これもやはりコロナの関係で対
面での活動などは行うことができませんでし
た。そこで、オンラインの活動として、留学
生たちの間で自分が勉強している専門内容を
知るだけでなく、視野を広げ、他の大学の専
門分野も知るように知識交流講義を行い、高
知工科大学の大学院生は、ゲームデザインに
ついての研究成果を分かりやすく説明しまし
た。
　私のふるさと大連は、アジア大陸の東海岸
に位置し、中国東北遼東半島の最南端、日本
の仙台市とほぼ同じ緯度です。総面積１万
2,574㎞2、人口669万人。東北地域で最も重要
な貿易港と観光都市です。気候は、冬は厳寒
ではなく、夏は酷暑でもなく、四季がはっき
りしています。春は登山、アカシア祭り、夏
は海水浴、ビール祭り、秋は登山や紅葉狩り、
冬は雪が降りますが、あまり積もることはあ
りません。大連の観光地は、広場や公園が多
いという特徴があります。
　私が日本に留学したいと思ったのは、日本
のアニメ「千と千尋の神隠し」が好きだった
からです。これがきっかけで、日本の温泉文
化や食事に興味を持ちました。中学校や高校
では、日本の映画やドラマで、街並み、ライ
フスタイルなど中国と異なるのを見て、環境
の違う場所で生活して、自分の視野や人生の
経験を豊かにしたいと言う気持ちを持ち、高
校卒業後、日本にきました。
　日本語学校で日本語を学びながら、将来の
進路について悩みました。そのとき、名古屋
の図書館で初めて栄養に関する本を読み、何
気なく食事をしていることが、生活習慣病の
予防や免疫力の向上などに関係していること
が分かりました。そして、管理栄養士となっ
て、身近な食材を用いてバランスのいい食事
を作れるようになりたいと思い、大学で栄養
学を学ぶことを決意しました。
　大学４年間で栄養学に関する知識を勉強し、
栄養学の魅力を感じると同時に、日本の文化

を肌で感じることで新しい価値観を得て、語
学力や専門知識を伸ばすだけではなく、生活
能力、トラブル対処能力、文化適用能力など、
様々なスキルも身に付けることができました。
　研究テーマは植物由来性の抗アレルギー作
用に関するもので、期待される結果としては、
野菜摂取によるアレルギー予防や治療効果の
可能性についてです。一口にアレルギーと言
っても、種類や症状は様々です。花粉症、ア
トピー、アナフィラキシーなどは１型アレル
ギー。２型アレルギーは、パセドー病、血小
板減少性紫斑病。３型アレルギーには、関節
リュウマチなど。４型アレルギーには、移植
後の拒絶反応、ツベルクリン反応などの症状
があります。私は食物アレルギーに関係する
１型アレルギーについての研究を行っていて、
化学伝達物質を抑える野菜の成分を見つける
研究を続けています。
　私は高知東ＲＣにお世話になって、まだ短
いのですが、月に１回の例会に参加してたく
さんの学びができました。きちんとした例会
の流れ、会員の方々との名刺交換、スピーチ
を聞くことなど、今まで自分が体験していな
いことや触れていない分野を少しずつ知るこ
とができました。クラブの方々はいつも私に
優しく声をかけてくださり、様々な職種の方
と交流し、視野を広げることで豊かになって
いると感じています。
　私は、大学や大学院の生活で、日本の若者
と接する機会が多かったため、日本人との接
し方ややり取りの仕方を理解できたと思いま
す。これからは、ロータリーを通して、現在
の日本の社会を担う皆さまから学ぶことも多
く、日本と中国をよく知ることで、日本と中
国の文化交流の架け橋になることができると
思います。将来は、中国に帰って、大学の講
師になって、中国での栄養学の普及はもちろ
ん、研究者として世界の舞台に立ち、国際栄
養学やアレルギー分野で活躍したいと考えて
います。
◇米山記念奨学生
　田　甘霖さんに奨学
金をお渡ししました。

•浦田健治　田さん、興味深い卓話ありがと
うございました。
•鬼田知明　前川さん、野町さん、先週末は、
クラブ活性化セミナーに参加いただきありが
とうございました。
•𠮷永光男　台風が過ぎて少し涼しくなりま
した。皆さん、台風の被害なかったですか。

私は鳥小屋の屋根が飛んでビックリ
•西内俊介　今日は田さんの卓話聞いてくだ
さってありがとうございました。今度、10月
20日、南クラブで卓話します。何か分かりに
くいことがありましたら、西内まで知らせて
ください。
•土居祐三　早瀬さん、寺村さん、野町さん、
先日は伯母の葬儀でお世話になりました。
◇遅刻　２件

　私は、高知県立大学人間生活研究科２回生
の田　甘霖です。甘霖は、慈雨という意味が
あり、日でりのときに農作物を潤す雨のこと
です。また、中国では甘霖のことを、長い間、
望んだことが叶えられて喜ぶという意味でも
使います。
　私の出身は中国の東北にある遼寧省大連市
で、家族は父母と私の３人です。趣味は旅行
と写真を撮ること。コロナの影響でこの２年
間は旅行していませんが、コロナの前の日本
に来てからの５年間で、いろんな所へ行きま
した。富士山は、実際には登っていませんが、
箱根の大涌谷で写真を撮りました。写真は月
の上弦から下弦まで変化を楽しんで撮ってい
ます。
　私は学業のために、2015年に日本にまいり
ました。名古屋の日本語学校で日本語と大学
の受験勉強をしました。栄養学に興味がある
ことと、高知県立大学の面接で先生たちが優
しいと感じたため、合格後2017年に高知県立
大学健康栄養学部に入学しました。４年間、

栄養学について幅広く勉強し、さらに、もっ
と深い勉強の必要性を感じ大学院に入学。同
時に、高知・中国留学生学友会会長になり、
日中友好協会と中国大使館と連携し、中国の
留学生がより日本の文化や日本の生活に慣れ
るように、たくさんの活動を行いました。
　大学の４年間で、日本人の友だち５人がで
き、いつも６人で集まって遊んでいました。
友達のお陰で、より早く日本の文化や生活に
慣れることができ、豊かな大学生活を送るこ
とができました。大学祭のときには同級生と
店舗を出して、えびせんを作って売りました。
サークルでは田植えや朝食教室などの活動を
行いました。
　卒業研究では、コロナのために大きな会場
で発表することができなくて、研究室内で気
楽に卒業発表を行いました。卒業式には中国
の漢民族の衣装・漢服を来て、６人の友だち
とはりまや橋の近くで写真を撮りました。今、
中国でも漢服が若者の中でブームになってい
ます。



◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇お　客　様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
台風一過で一気に涼しい
というよりも寒いぐらい
になりました。うちのク
ラブも台風とは言いませ
んが、なかなかここのと

ころ忙しくてガバナー補佐の訪問の後、ガバ
ナー訪問がありまして、それなりに初体験な
ものですから、なかなか気が揉める数日であ
りました。
　それで、ガバナー訪問というのはどういう
ものかというのを、ちょっと簡単にご紹介い
たしますが、基本的にはクラブの状況を把握
して指導すると。それからＲＩ、国際ロータ
リーの考え方等を伝えに来るというのがガバ
ナーの主なる業務でして、ですから、あの日
は11時30分から12時10分か20分ですね、その
間に私、鬼田幹事、あと副会長の𠮷永さん、
中西さんの４人でガバナーとガバナー補佐、
代表幹事、主にガバナーがお話されますけど、
そこにガバナー経験者であります柳澤パスト
ガバナーが同席して、いろいろとお話をした
ということでした。
　その話の中で、東ＲＣは諸々の、ガバナー
なりの評価というか採点表みたいなものがあ

るんでしょう。非常に米山、財団含めまして、
よくやっていただいているというお褒めの言
葉をいただきました。これは、私どもはよく
やっているということではなくて、諸々諸先
輩が積み上げた成果だと思います。ただ、そ
の中で、今後の私たち東ＲＣに対する要望と
いうのがいくつかございますが、まずは、何
年か前にキャンペーン的に推進されましたホ
ームページのマイロータリーです。国際ロー
タリーの中でマイロータリー、記憶がござい
ますでしょうか。全員登録ということで、当
時の体制でやりましたけども、今お聞きしま
したところ、うちのクラブは平均30数％の中
ではいいんですが、約50％の方が登録されて
いると。マイロータリーのアカウントの作成
ですね。
　それを有効利用しているかどうかは分かり
ませんが、まぁまぁよくできてる方らしいん
ですけど、今後、ロータリーの情報なんかを
把握するにあたっては、必須のものであると
いうことでした。
　それで、私もちょっとあわてて印刷してき
たんですけど、マイロータリーのアカウント
の作成方法というのを、また皆さんにお渡し
しますので、その当時入会されてなかった方、
それから、パソコンをその当時はお持ちじゃ
なくても今持っている方、ぜひ作成していた
だきたいと思います。
　私、個人的なことを言いますと、これを利
用したのは、ちょこちょこ見てますけど、思
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い出すのは、ハワイで国際大会があるという
ときで、結構大勢で行こうじゃないかという
ことでやりまして、それでクルーズ船に乗っ
て食事をしたりとか、楽しいこともやろうじ
ゃないかということで、私が予約役で四苦八
苦しながら予約を取ったんですけど、でも残
念ながらこのコロナで急遽中止になったもの
ですから、キャンセルするのが大変でした。
このマイロータリーに入ってやるんですけど、
それを思い出します。でもその当時に比べる
とかなりスピードアップして、分かりやすく
なってるそうなんで、ぜひ利用していただき
たいと思います。
　と申しますのは、ガバナーからご指導いた
だいた中に、ロータリー賞というのを意識し
てますかという質問がありまして、全く意識
しておりませんと答えざるを得なかったんで
すね。ですから、それ何ですかって聞きます
と、皆さん、これ中身見ていただきたいんで
すけど、後ほどですね。比較的クリア可能な
目標を作って、それぞれが意識してクリアす
れば、何か賞品とか賞金とか出るものではな
いんでしょうけど、ロータリー賞というのが
あって、世界的には大分盛り上がっていると
いう話です。
　なので、私も初め、全く意識がなかったん
ですけど、これもご紹介するようにいたしま
す。それで後ほど、いろいろ盛りだくさんあ
ったと言いましたけども、会長報告の中で、
先だって参加したクラブ活性化セミナー及び、
特に四国八十八か所、ポリオ根絶祈願の依頼
についての我がクラブの対応なんかも、皆さ
んにお知らせしなきゃいけないと思いますの
で、会長報告の中でお話いたします。
◇会　長　報　告
　今日は２つテーマがありまして、１つは世
界ポリオデーということで、世界中、それか
ら日本中でポリオの撲滅のためのいろんな催
しをやりたいということで、当四国の2670地
区は、世界のポリオデーにちなんで、地区で
は四国八十八か所ポリオ根絶祈願といったも
のを、全四国ロータリーあげてやるので参加
よろしくということで、先んじて来ておりま
した。
　ガバナー補佐訪問の前々日ぐらいだったん
ですけども、いち早く当クラブとしましては

対応を相談すべく、理事会に掛けました。理
事会では、ポリオの根絶と、それからいわゆ
る四国八十八か所ということは、真言宗のお
寺に祈願するということですから、意見の中
では、ロータリーってのは宗教的な色を出す
のはどうかというような理事の方々の声。そ
れから、その他いろいろ意見が出ましたけれ
ども、結論的には、東ＲＣとしては八十八か
所ポリオ根絶祈願というのは参加は見送った
方がいいんじゃないかと言うような意見にな
りました。それで、ガバナー訪問の前に、あ
る程度のことは説明をしといた方がよろしい
だろうということで、私の、会長の名前で地
区に、その説明書を書きましてお送りしまし
た。
　ということで、当クラブとしましては、ク
ラブをあげてということは、今回は遠慮申し
上げたいと。ただ、ポリオ撲滅の活動は今ま
でもやってますし、その活動は賛成をするけ
れどもということで、お送りをしましたので、
その報告をいたします。
　それを受けまして、今度は、先週土曜日、
クラブ活性化セミナーということで、これは
会長、幹事、それから増強委員長、それから
情報委員長の立場で４人が参加してまいった
んですけども、実際に資料等々、クラブ活性
化するにあたってどうしたらいいだろうとい
うようなことで、初めてのセミナーなんです
けども、これが参加者が、先方がガバナーの
八田さん、それから基調講演が、先だって地
区大会で講演された2750地区の水野　功さん、
パストガバナーですね。それから分科会では、
クラブ研修リーダーとしては2680地区、これ
は兵庫県だと思いますけど、それのパストガ
バナーの矢野さん。それから第２分科会で、
会員増強セミナーは、パストガバナーの前田
さん。第３分科会で公共イメージ向上、今回
のテーマであります公共イメージ向上のお話
はパストガバナーの桑原さんということで、
結構長い時間、10時半から始まりまして５時
近くまでお話がありました。
　そこでやっぱり使われた資料が、開けて見
ますとやっぱり四国八十八か所のポリオ根絶
祈願というものを題材にしまして、そういっ
たことのキャンペーンをすることによって、
ロータリークラブのイメージを外部の方に好

印象を与える広告宣伝ですね、そういったこ
とということで、私と鬼田さんが参加したの
は、第３分科会だったんですけれども、どう
も会員増強セミナーでも、ほぼ同じような内
容があったように聞いております。
　それで、先ほど申し上げたように、当クラ
ブの理事会では全員一致で不参加ということ
になりましたけれども、それぞれ個人個人で
参加したいという方がいらっしゃいましたら、
10月22日に八十八か所のお寺にですね、そこ
に祈願に行くということは、個人の自由でご
ざいますんで、どうぞ皆さん、なさってくだ
さい。
　それで、詳細を知りたいという方は、私で

も鬼田幹事のところでもお話いただければ、
またご説明はします。では、そういうことで、
そんなお話がございましたということをご報
告します。
◇幹　事　報　告
・八田ガバナーより、公式訪問のお礼と地区
大会へのお誘いの手紙が届いています。
・2670地区ガバナーノミニーデジグネートに、
織田英正会員（高知南ＲＣ）が正式に決定
しました。
・第１回情報集会を昨日より開催しています。
今日、明日も行いますので、参加をお願い
します。
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いましたが、これもやはりコロナの関係で対
面での活動などは行うことができませんでし
た。そこで、オンラインの活動として、留学
生たちの間で自分が勉強している専門内容を
知るだけでなく、視野を広げ、他の大学の専
門分野も知るように知識交流講義を行い、高
知工科大学の大学院生は、ゲームデザインに
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冬は雪が降りますが、あまり積もることはあ
りません。大連の観光地は、広場や公園が多
いという特徴があります。
　私が日本に留学したいと思ったのは、日本
のアニメ「千と千尋の神隠し」が好きだった
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化や食事に興味を持ちました。中学校や高校
では、日本の映画やドラマで、街並み、ライ
フスタイルなど中国と異なるのを見て、環境
の違う場所で生活して、自分の視野や人生の
経験を豊かにしたいと言う気持ちを持ち、高
校卒業後、日本にきました。
　日本語学校で日本語を学びながら、将来の
進路について悩みました。そのとき、名古屋
の図書館で初めて栄養に関する本を読み、何
気なく食事をしていることが、生活習慣病の
予防や免疫力の向上などに関係していること
が分かりました。そして、管理栄養士となっ
て、身近な食材を用いてバランスのいい食事
を作れるようになりたいと思い、大学で栄養
学を学ぶことを決意しました。
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研究を続けています。
　私は高知東ＲＣにお世話になって、まだ短
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さんの学びができました。きちんとした例会
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いことや触れていない分野を少しずつ知るこ
とができました。クラブの方々はいつも私に
優しく声をかけてくださり、様々な職種の方
と交流し、視野を広げることで豊かになって
いると感じています。
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と接する機会が多かったため、日本人との接
し方ややり取りの仕方を理解できたと思いま
す。これからは、ロータリーを通して、現在
の日本の社会を担う皆さまから学ぶことも多
く、日本と中国をよく知ることで、日本と中
国の文化交流の架け橋になることができると
思います。将来は、中国に帰って、大学の講
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ん、研究者として世界の舞台に立ち、国際栄
養学やアレルギー分野で活躍したいと考えて
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とうございました。
•𠮷永光男　台風が過ぎて少し涼しくなりま
した。皆さん、台風の被害なかったですか。

私は鳥小屋の屋根が飛んでビックリ
•西内俊介　今日は田さんの卓話聞いてくだ
さってありがとうございました。今度、10月
20日、南クラブで卓話します。何か分かりに
くいことがありましたら、西内まで知らせて
ください。
•土居祐三　早瀬さん、寺村さん、野町さん、
先日は伯母の葬儀でお世話になりました。
◇遅刻　２件

　私は、高知県立大学人間生活研究科２回生
の田　甘霖です。甘霖は、慈雨という意味が
あり、日でりのときに農作物を潤す雨のこと
です。また、中国では甘霖のことを、長い間、
望んだことが叶えられて喜ぶという意味でも
使います。
　私の出身は中国の東北にある遼寧省大連市
で、家族は父母と私の３人です。趣味は旅行
と写真を撮ること。コロナの影響でこの２年
間は旅行していませんが、コロナの前の日本
に来てからの５年間で、いろんな所へ行きま
した。富士山は、実際には登っていませんが、
箱根の大涌谷で写真を撮りました。写真は月
の上弦から下弦まで変化を楽しんで撮ってい
ます。
　私は学業のために、2015年に日本にまいり
ました。名古屋の日本語学校で日本語と大学
の受験勉強をしました。栄養学に興味がある
ことと、高知県立大学の面接で先生たちが優
しいと感じたため、合格後2017年に高知県立
大学健康栄養学部に入学しました。４年間、

栄養学について幅広く勉強し、さらに、もっ
と深い勉強の必要性を感じ大学院に入学。同
時に、高知・中国留学生学友会会長になり、
日中友好協会と中国大使館と連携し、中国の
留学生がより日本の文化や日本の生活に慣れ
るように、たくさんの活動を行いました。
　大学の４年間で、日本人の友だち５人がで
き、いつも６人で集まって遊んでいました。
友達のお陰で、より早く日本の文化や生活に
慣れることができ、豊かな大学生活を送るこ
とができました。大学祭のときには同級生と
店舗を出して、えびせんを作って売りました。
サークルでは田植えや朝食教室などの活動を
行いました。
　卒業研究では、コロナのために大きな会場
で発表することができなくて、研究室内で気
楽に卒業発表を行いました。卒業式には中国
の漢民族の衣装・漢服を来て、６人の友だち
とはりまや橋の近くで写真を撮りました。今、
中国でも漢服が若者の中でブームになってい
ます。

ワイン同好会
2022年９月21日㈬　於：マンダリンコート
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
338,630円
10,000円
348,630円

3,425円
700円
4,125円

342,055円
10,700円
352,755円

チビニコ 合　計

９月21日
今期の累計

● 出席率報告 ●

９月21日
９月７日

総数
 55
 55

出席
38
44

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

69.09％
80％

出席率
100％
100％

17
11

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈮　高知東ＲＣ創立記念日
10月12日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月26日㈬　役員会
11月２日㈬　定例理事会
11月16日㈬　第４回クラブ協議会
　　　　　　　　　　　　　（例会終了後）
11月23日㈬　休会（国民の祝日）
11月30日㈬　役員会

12月７日㈬　五大奉仕中間発表・年次総会
　　　　　　定例理事会
12月21日㈬　忘年夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
　　　　　　役員会
12月28日㈬　休会（年末年始の休み）

■例会変更のお知らせ

他クラブ変更事項

●東かがわロータリークラブ例会場変更のお知らせ
　•現住所：〒760－2520 東かがわ市馬篠1200 絹島温泉　ベッセルおおちの湯
　　　⬇
　•新住所：〒760－2601 東かがわ市三本松1176－１　東かがわ料理店　魚源
　•ＴＥＬ：０８７９－２６－９１１９
　※郵便物等は事務局までお願いいたします。

●高松グリーンロータリークラブ事務局移転のお知らせ
　•現住所：〒760－0021 高松市西の丸町10－15　西の丸ビル３階
　  高松ホテル旅館料理協同組合内
　　　⬇
　•新住所：〒760－0066 高松市福岡町２丁目３－４　ホテルマリンパレスさぬき内
　•ＦＡＸ：０８７－８７９－１３００　暫定（松野副幹事）
　※クラブのメールアドレスは変更ございません。
　※事務局の電話番号につきましては、後日ご連絡をさせていただきます。
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