
 

            

   

Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１４１号 

第２１７４回      １１月２６日発行 

２０２１年１１月５日  金曜日   

１２：３０～１３：３０  通常例会 

 

会長報告 会長 水野 晋治 

皆様こ皆様こんにちは。2 週間ぶりの例会場での例会となります。先

週末に開催されました地区大会 Youtube にて配信されていましたが、

ご覧いただけましたでしょうか？ 

地区委員と会長幹事のみの会場参加となりましたが、当クラブからは

中村 PGD、吉田委員長、浅野委員長と住田幹事と私の計 5名での参加

となりました。 

 

さて、今月 11月はロータリー財団月間です。100年以上前にアーチ

クランフによって提唱された世界よいことをするための基金。皆様ご

存知の通りこの基金への寄付はシェアシステムにより資金運用を経て 3年後地区へ半分が戻



 

            

り地区補助金などに活用されます。残りの半分は世界中のロータリアンが奉仕活動のために

使用します。当クラブでも申請中だったグローバル補助金が先日ようやく承認されました。 

 

この補助金には地区より 15,000ドル、WFより 12,000ドルを活用します。実施国側クラブの

6,000ドル+4,800ドルと合わせると 37,800ドルとなり、今月のロータリーレート 114円で

計算すると日本円で 4,309,200 円となります。このようにロータリ財団への寄付は他の団体

への寄付と違い、ロータリアンの奉仕活動の資金となります。寄付が寄付ではなく奉仕活動

の資金を出し合うという事ではないでしょうか。どうか皆さまにはその辺りの事をご理解い

ただきご支援をお願いしたいと思います。 

 

我がクラブは先日の地区大会でも 1人当たりの寄付額については地区内 82クラブ中 3位（1

人 317.05ドル）にて表彰されました。また、グループ共同で実施しました Facebook上でｎ

ポリオへの寄付ですが、最終的に目標金額 30万円に対し 339,000円となりました。ご協力

をいただいた皆様ありがとうございました。 

 

もう一点サケプロジェクトですが、本年度は参加校が 14校と少し減りました。出荷元の漁

協の関係で 11月 25日（木）に福島の漁協から卵が柏に到着します。我々は翌日 26日

（金）予定では朝一番から例会までの時間で 14校へ配布をする予定です。４～５チームに

て配布を進めたいと思います。ご協力をお願い致します。 

 

 

 

幹事報告 幹事 住田 みゆき 

１，1月のロータリーレートは＄1＝114円 

 

２，2021-22年度地区大会地区大会表彰 

〈クラブ表彰〉 

①一人当たりの年次寄付額上位 3クラブ《認証バナー》 317.05㌦  

②End Polio Now COA《感謝状》 

③ロータリー財団年次寄付優秀クラブ 

④ロータリー米山記念奨学会功労クラブ 

 

〈個人表彰〉 

榎本洋史会員；ロータリー財団メジャードナー 

鈴木健吾会員；ロータリー財団メジャードナー 

 

 



 

            

 

３，米山学友会忘年会開催について 

日時；12月 4日(土）17：30～20：00 

場所；三井ガーデンホテル千葉 

会費；ロータリアン 10,000円・米山奨学生 3,000円 

 

４，第 3回ブラッシュアップセミナー開催の案内 

日時；11月 23 日（祝）13：00～17：00 

場所；千葉市民会館 

米山奨学金授与 米山奨学生 柳 雯昕（りゅう ぶんきん）様 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター挨拶 柏ロータリークラブ 松丸隆一様 

 

 

 

 

 



 

            

部活動報告 ゴルフ部会 寺田康雄会員 

９月１６日開催 千葉カントリークラブ 梅里コース。 

 

※優勝 住吉寿泰会員 ９０ 

※２位 寺田康雄会員 ７４ 

※３位 助川昌弘会員 ７６ 

ドラコン 金本元章会員  

ニヤピン 中嶋利生会員  

 

 

 

１０月２６日開催 ロイヤル国際カントリークラブ  

 

※優勝 寺田康雄会員 ７４ 

※２位 川和弘行会員 １０８ 

※３位 齋藤敏文会員 ９１ 

ニヤピン 花島伸幸会員 

 

ニコニコ発表 

本人誕生日   ：岡島昭信会員 竹澤雅彦会員 木村和俊会員 

結婚記念日   ：湯浅会員 中嶋利生会員 飯合幸夫会員 小溝正行会員 金子正会員 

ニコニコ（^^♪ ：水野晋治会長（グローバル補助金承認されました。） 

         松本ユミ会員（米山寄付ありがとうございます。） 

         金本元章会員（無事選挙管理委員務めました。） 

 

 

 

 

 

 



 

            

卓話 米山奨学生 柳 雯昕（りゅう ぶんきん）様 

 

皆さまこんにちは、中国から参りました留学生のリュウ 

ブンキンと申します。 

今日この場をかりて卓話をする機会を頂き、誠にありが

とうございました。  

 

これから卓話を始め

させていただきま

す。まず私の履歴を

簡単に紹介させてい

ただきます。 私は 

１９９４年生まれ、

２０１７年６月中国

で大学を卒業し、 

同年１０月に日本に来ました。２０年に博士課程に進学

しました｡中国の大学では製薬を習いました。 

 

 

なぜ日本に留学しようと思ったのかをお話しします。それ

は、日本は先進国の中でも先端の医療技術を持っていて医

療や薬品などが中国より進んでいる国であり、アジアで継

続的に新薬を創出することができ、そうしたインフラを持

つ唯一の国と言われているからです。中国は基礎研究をか

なり行っていますが、日本に比べ応用研究が遅れていま

す。日本の方が中国より新薬が沢山開発、発売されている

ことからも分かります。もう一つは日本のアニメやゲームがとても好きだったことです。 

大学２年生将来を考える時、すごく日本に一回住みたいと思いましたので留学を決めました  

 

次は私の地元を紹介します。父、母、私の３人家族で中国

の江蘇省（こうすしょう）出身です。江蘇省は昔、江寧府

（こうねいふ）と蘇州府（そしゅうふ）と呼ばれていまし

た。今の名称は江寧府の江と蘇州府の蘇をとって江蘇省で

す。北部を山東省（さんとうしょう）、西部を安徽省 

（あんきしょう） 、南部を浙江省（せっこうしょう）、 

上海市（しゃんはいし）と接しています。  

東は海に面しています。 



 

            

私の住んでいる所は江蘇省の「南京」です。総人口は８２３万人で古くから長江流域の中心

地です。かつては三国の呉（ご） 東晋（とうしん）などを総称して六朝（りくちょう）、 

十 国（じゅうこく）の南唐（みなみとう）や明（めい）といった王朝や南京国民政府の 

首都でありました｡  

 

私の故郷は特別な地理的位置のために、食事には非常に大

きな違いがあります。上海と浙江 （せっこう）に近い南

部地域では、人々の食生活は一般的に甘いです。 好みに

合わせて様々な料理に砂糖を加えています。また北に近い

ので、誰もが辛いものもが好きです。そして私の故郷であ

る南京は、江蘇省の真ん中にあり、江蘇省の北と南の食生

活を兼ね備えています。したがって南京の料理はとても豊

富です。  

これは中国で有名な「秦淮八絶（しんわいはちぜっ）」として知られています。上の写真は

私が一番好きな鴨春雨スープです。鴨の血や砂嚢（さのう 、腸、肝を使ったスープに春雨

が入っている鴨のスープです。南京に行ったら必ず試ためしてください。 

 

南京は古い歴史があるため、市内とその周辺には多くの名

所と世界遺産があります。国の内外から多くの観光客が訪

れます｡歴史が深いので、色んなイベントが残りました。

例えば、毎年の定番、旧正月の秦淮灯篭（しんわいとうろ

う）祭りです。  

 

 

家族を紹介します。お父さんは警察、お母さんは学校の会計

士さんです。お母さんは４年前に定年して退勤しました。両

親は旅行が好きで、時間あったら２人で夫婦旅行に行きまし

た。 

 

 

 

こちらの写真は両親が今年の休日に浙江省に旅行した写

真です。背後の橋は中国現在一番古い縁側の橋です。退

勤後の母は撮影に興味になりました。夫婦旅行の時、い

つも綺麗な風景の写真を撮りました。  

 

 

 



 

            

 

 

 

私の趣味は少しおかしいと思います。なぜなら、私の

趣味を持っている人は、日本ではオタクと呼ばれるか

も知れません。アニメ、漫画、ゲーム全部好きです。

小学生から日本のアニメを見ました。声優さんも好き

です。日本語の勉強はだいたい声優さんのドラマから

勉強しました｡コスプレも好きです｡残念な事ですが、

コロナの影響で、日本で有名なコミックマーケットは 

２年間中止されました。一度行きたいです｡  

 

次に私の研究について話ししたいと思います。  

現在、私は千葉大学 大学院 医学薬学部２年生とし

て免疫・微生物研究室にて急性肺疾患に 関して研究

を行っております。 それでは現在の研究について簡

単に紹介させて頂きたいと思います。私の研究テーマ

は抗糖鎖モノクローナル抗体を用いた急性肺疾患治療

効果の（研究）です。簡単に言うと新しい抗体を開発

して肺疾患に効果があるかどうか、あるとすればどんなメカニズムで肺疾患を治すのかなど

の研究をしております。 

 

急性肺損傷は肺組織の傷害によって引き起こされる肺

胞上皮細胞と肺血管内皮細胞の総合的な炎症性疾患で

す。急性肺損傷の治療ために、私は好中球もしくは白

血球に着目しています。現在の時点では動物のモデル

で実験を行っています。いろんな実験を通じて病気の

マウスでは、肺中の白血球数は健康のマウスより（多

い）です。今、この現象の原因を探しています。 

現在、世界中で困っているコロナウイルスも体内の免

疫細胞を肺に浸潤して肺組織を破壊します。以上の発現で今後引き続き白血球が肺疾患に対

しての（仕組み）を研究・解析していきたいと思っています。残念な事ですが博士の学会に

何回か参加したのですが、コロナが原因で全てオンラインの為、写真が撮れなかったです。 



 

            

では次にロータリーとの出会いやロータリークラブの

例会の参加を通じて、そこで得たことを話させて頂き

たいと思います。 例会では学業や日本での生活につ

いてカウンセラーやロータリアンの方々にわからない

ことを聞いたり、相談したりして家族のような心強い

サポーター役をしてくださって本当に助かりました。

心より感謝申し上げます。 

 

また、ロータリークラブの例会では経営者や弁護士、医者など日本の様々分野の事業トップ

の方々からお話しを頂いて、今まで経験してないわからない分野に対する考えかたが変わり

自分の生活も豊富になりました。学校では学んでない事も交流できます。例えばロータリー

の精神奉仕を学び、社会人とのコミュニケーションとか、日本の会社の雰囲氣とか、システ

ムとか色々話しができて良い勉強になりました。  

 

これからロータリークラブ交流から学んだことやロータリー精神を大切にし、今後自分の人

生に生かしたいと思います。これからもロータリークラブの例会に積極的に参加し皆様から

もっと沢山のことを学びたいと思います 

 

コロナの原因で色んな活動が中止されました。今後いろいろな奨学金活動を楽しみしていま 

す。最後にもう一度皆様からのご支援、ご指導頂いたこと、心から感謝申し上げます。 

 

皆様からの ご支援により私はもっと研究に専念する事

ができますので、より良い研究成果が出るように頑張

っていきたいと思います。 今後は今までの感謝の気持

ちを表す恩返しとして、ボランティア活動や奉仕活動

に積極的に参加し、ロータリーから学んだ奉仕の心、

ロータリーの精神を発信して、中国と日本との懸け橋 

となって国際社会で微力ながら貢献できる人になるよ

うに頑張っていきたいと思います。  

 

今後とも宜しくお願い申し上げます。 ご視聴頂きありがとうごございました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

米山記念奨学会 松本ユミ委員長 
 

２０２１年８月２８日に「米山奨学生の危機管理」について、2021～22 年度クラブ R 米山記

念奨学委員長セミナーがありました。 

基調講演の１つ 米山記念奨学委員会 （元委員長冨一美）の講演について、約２０分のお

話を５分位に要約して報告をさせていただきます。 

 

2020学年度より公益財団法人ロータリー米山奨学会から地区へ

の業務委託に関する規程 覚書を締結しました。 

＊地区、ガバナー、世話クラブカウンセラーに奨学生の選考や

世話等の委託している関係は明確な位置づけが必要であると、

公益財団法人に対して内閣府の３年に１度の検査で指摘された

ため。 

 

公益財団法人と２７９０地区も昨年度より委託契約を結んでお

りますので、ガバナーの指揮のもと地区管理委員会、地区委員

会と及び世話クラブは共同して対処するということになりま

す。 

 

■業務委託に係る覚書 

危機管理と情報管理について申し上げます。 

（危機管理） 

第８条 

１ 当財団及び地区は、当財団の事業が安全かつ適正に遂行できるように、常時、密接に連

携し、必要な情報を共有するものとする。 

２ 奨学生に危機ないし危険が及ぶなどの特段の事情があるときは、当財団は、予め地区ガ

バナーに連絡した上、地区に設置された危機管理委員会と直接に連絡し、共同して対処で

きるものとする。 

 

米山奨学事業において，「危機」・「危険」とはなにかそれらにどう対処すればよいのか 

ということで次の３つを挙げています。 

 

■不可抗力の災害（天災，感染症の拡大など） 

  

■事故（交通事故や食中毒など） 



 

            

奨学会では2020年4月から奨学生に対する傷害保険に加入しています。 

・対象事故 例会に出席した奨学生が交通事故にあったとき、 

例会中にケガをしたとき、 

・例会行事が原因で細菌性食中毒，熱中症，脱水症，低体温症になったとき 

・対象の時間の範囲→例会を含め前後３時間 

・月１回の例会を対象 

・クラブや地区が開催する交流会やイベントには適用されないことに注意！ 

■ハラスメント（セクハラ，パワハラなど） 

  

ハラスメントに関するロータリーの方針 

会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境 

（ロータリー章典26.120、2019年10月理事会決定） 

 

ロータリーは、ハラスメントのない環境を維持することに力を注いでいる。 

ハラスメントとは大まかに定義すると、個人またはグループを、あらゆる特性（年齢、民族、

人種、肌の色、能力、宗教、社会経済的地位、文化、性別、性的指向、または性自認）に基づ

いて、言葉であれ身体的であれ、中傷、侮辱、または攻撃する言動を指す。 

すべての会員およびロータリーの会合、行事、または活動に出席または参加する個人は、ハラ

スメントのない環境を期待すべきであり、安全、礼儀、品格、およびすべての人への尊敬を促

す環境を維持するよう援助するものとする。 

 

青少年と接する際の行動規範に関する声明 ロータリーの基本原則 

（ロータリー章典2.120.1、2019年10月理事会決定） 

 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のために安全な環境をつく

り、これを維持するよう努める。 

ロータリアン、そのパートナー、その他のボランティアは、接する児童および青少年の安全

を考え、肉体的、性的、あるいは心理的な虐待から身の安全を守るため、最善を尽くさなけ

ればならない 

→青少年に対する基本原則 

１ ゼロ・トーラレンス（ゼロ容認）いかなる虐待やハラスメントも容赦しない 

２ ７２時間（報告）ルール 

３ 奨学生に危機ないし危険が及ぶなどの特段の事情があるときは、当財団 は、予め地区

ガバナーに連絡した上、地区に設置された危機管理委員会と直接に連絡し、共同して対処で

きるものとする。 

  

 

 



 

            

 

具体的なセクハラ、パワハラについて申し上げます。 

 

【セクハラの例】 

 

口頭によるもの 

１．他人を侮辱的な言葉で呼ぶ 

２．卑怯なコメントを述べたり、卑怯なことをほのめかす 

３．会話を性的な話題にもって行こうとする 

４．性的な冗談や話題を述べる 

５．他人の容姿についてコメントする 

６．しつこく食事に誘う 

 

非言語的セクハラの例 

１．体をじろじろ見る 

２．わざと行く手をさえぎったり、後をつけまわす 

３．こちらの迷惑を考えずにプレゼントを贈る 

４．ウインクや投げキスをする 

５．手や身体で性的なジェスチャーをする 

 

身体的なセクハラの例 

１．首や肩のあたりをマッサージする 

２．服，髪の毛、体にさわる 

３．こちらが嫌がっているにもかかわらず、抱擁やキスをしたり、触ったりする 

 

性別に基づくセクハラの例 

１．性別に応じて、傷つくような言葉や侮辱的な言葉を使う 

２．軽蔑的、批判的なニックネームで呼んだり、極度になれなれしく話す 

３．性的指向や性同一性をからかう 

 

【パワーハラスメント】についてはなぜ米山でパワハラが問題になるのか 

 

→奨学生にとって、ロータリー関係者は地位や権限において優越的地位にある 

→奨学生には無意識のうちに言うことを聞かないと、奨学金を止められるのではないかとい

う不安がある。「奨学金を出してやっている」「世話をしてやっている」という意識はあり

ませんでしょうか？ 抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われ

る言動には注意をしてください。 



 

            

 

繰り返しになりますが、基本原則…ゼロトーラレンス（ゼロ容認）いかなる虐待やハラ

スメントも容赦しないと。７２時間ルール（７２時間内に報告する）。この基本原則を

怠ると、RIへの加盟終結がなされるということですので注意したいと思います。 

 

個人情報の保護について 

■奨学会は「個人情報の保護及び管理に関する規程」を制定個人情報とは特定の個人を識別

することができる情報（氏名，性別等）であって，個人の身体，肩書などの属性に関する事

実，判断，評価を表す情報を含む 

■業務委託に係る覚書 

情報管理 

地区および世話クラブは、本件委託業務に係る情報については，慎重に取り扱うものとし，

特に奨学生及び米山学友に係る個人情報は漏洩を防止するための適切な措置を講じなければ

ならない 

 

個人情報は，本人の同意がない限り，勝手に載せな

い，渡さない 

 

＊カウンセラーハンドブックに記載されているのです

が、週報や月信、ホームページに掲載する場合、必ず

本人の了承を取って下さい。 

同意を得ずに掲載している場合は、削除するか同意を

得た情報のみを掲載するように更新してください。 

以上報告とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

出席報告 

会員数５７名   欠席者１７名   出席率７０，１７％ 

 

例会動画リンク 第２１７４回 通常例会 

https://youtu.be/eyN8zscSbnw 
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