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_ ≪合 唱 ≫

≪ BGM≫

≪ゲス ト≫

RI会長
イアンH.S.ライズリー

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

該当者なし

結婚記念 日

11月 24日 高柳 正雄

11月 24日 鈴木 洋一

高田 雅司 会長

皆 さん、 こんにちは。

今 日は、先 日、土曜 日、 日

曜 日の二 日間、焼津にて開

催 されま した、国際 ロータ

リー第 2620地 区 :地 区大会

の報告をさせて頂きます。

11 日土曜 日は、 昼 12日寺

より焼津 グラン ドホテルに

て地区役員 。会長・幹事会

議が開催 されま した。 当クラブより会長私 と川崎幹事

そ してパス トガバナー として勝 山先生が参加いた しま

した。 RI会長代理 として横須賀 RCの小沢一彦氏の

挨拶、そ して松村友吉ガバナーの挨拶に始ま り、地区

大会 4委員会や、エン ドポ リオプロジェク トの活動報

告がな されま した。その後、星野大月 RCガバナーエ

レク ト、安間浜松ハーモニー RCガ バナー ノミニーの

紹介があ り、星野大月 RCガバナーエ レク トの次年度

地区大会に向けてのご挨拶がございま した。来年の地

区大会は甲府での開催 とな りますが、大月RCは 会員

数 16名 のクラブで、地区大会は山梨第四分区の都留

RCが ホス トクラブ として分区 6ク ラブ協力 しての開

催 とい う事です。新 しい形での地区大会の開催 にな り

ます。なお会議 中米山記念奨学会 よ り多額の寄付 を行

つたクラブの表彰が行われ、当クラブは累計 3,000万

円達成 クラブ として感謝状の贈呈を受けま した。

会議後午後 6時 30分 よ り、小沢 RI会長代理歓迎

晩餐会が開催 され、二時間程の歓談の後 8時 30星野ガ

バナーエ レク トの挨拶にて開会 とな りま した。

12日 日曜 日は私、川崎幹事、勝山パス トガバナーを

含 め静岡東 RC会員 16名 の参加で焼津文化会館 にて

本会議が、そ して焼津新港に会場を移 しての懇親会が

開催 されま した。

午前 9時か らの本会議では松村ガバナーの挨拶、来

賓 として、吉林静岡県冨1知事、中野焼津市長のご挨拶

そ して小澤 RI会長代理の挨拶の後、「歴史が教 えて く

れ る日本人の生き方Jと 題 して白駒妃登美氏の終始ハ

イテ ンシ ョンでの記念講演があ りま した。午後一時ま

での本会議 を終え、焼津新港へ会場を移 しての懇親会

では港町焼津の特産、マグロや鯛の刺身やお寿司、そ

して磯 自慢、サ ッポロビールがふ るまわれ本会議以上

の賑わい、盛 り上が りであ りま した。

参加頂きま した会員の皆様、あ りが とうございま した。

以上、地区大会報告 を会長挨拶 とさせて頂 きます。

≪次期副会長の件≫

杉 田副会長 より次期副会長に新 しく大角晋朗会員が

指名 されて 2名 体制 となつた。

平成 29年 11月 16日  天候 晴

≪会長挨拶要旨≫



≪クラブフォーラム (米山)≫
2010-2012年  静岡東RC奨学生

「近況のご報告」

文 I贋 姫 様

皆様こんにちは。ご無沙汰

してお ります。私は 2010～

2012年の間、静岡東ロータリ

ークラブの奨学生でした文順

姫です。 4年ぶ りに静岡に来

て又皆様にお会いすることが

出来てとてもうれ しいです。

実は一昨日から「親知らず J

が痛み出して昨日までは十分

に食事も取れないような状態

で したが、今 日はだいぶ良 くなってお話 もできるよ う

にな りま した。

私は北朝鮮 との国境近 くで生まれま した。その後静

岡大学農学部に留学 して、大学院まで進み、本橋教授

のご指導で、シロイナズナを使 った遺伝子組み換 えの

研究をしま した。 この間、静岡東 ロータリークラブの

奨学生 として皆様 に大変お世話にな りま した。お陰様

で研究を続けることが出来ま した。

大学院を卒業 してか らは、山梨県の食品製造会社に

就職 して開発部門を担当しま した。 ソフ トク リームや

ヨー グル トなどに使 うフルーツソースの開発を しま し

た。完成 したフルーツソースを使つた商品はコンビニ

でも販売 されま した。

2015年か らは茨城県にある「シンジェンタ 。ジャパ

ン株式会社Jの 中央研究所で働いています。「シンジェ

ンタJ社はスイスに本部があつて、農薬や種子などを

扱 う世界的規模 の会社です。29ヶ 国に支社があ り、約

6000人の従業員が働いています。世界的には約 20%の

シェアを占めていてアメ リカのカーギル社やモンサン

ト社 と同 じくらいの規模の会社です。 しか し最近、中

国資本 に買収 された と聞きま した。 日本の研究所は茨

城のほかに静岡の島田市 と千葉の成 田市にもあ ります。

私は今、除草剤 と除虫剤の研究開発の仕事をしてい

ます。京都で開催 された国際学会でこれまでの研究の

結果を発表 したこともあ ります。英語の発表で したが

私は英語が苦手なので、中国人には中国語で、 日本人

には 日本語で、韓国人には韓国語で質問に答えました。

東京では東京 RCの 活動にも参加 しま した。都立小

平高校の学生が修学旅行で台湾に行 くことになったた

め私が簡単な中国語の会話を教える機会があ りま した。

静岡では東 ロータ リークラブの皆様 と横浜、鎌倉の

職場見学会にご一緒 した り、新間 さん とは個人的にも

大変お世話にな りま した。楽 しい思い出がいつぱいあ

りまサ。

静 岡東 ロー タ リー クラブの皆様 に深 く感謝いた し

ます。

これか らも国際交流 に貢献 したい と思っています。

色々 とあ りが とうございま した。

≪スマイル報告≫

大村 幸代 君   一年前の今 日、泥棒 に入 られて茫

然 としていた事務所 に、キ リンの大

角 さんか らボジ ョレーメーボーが届

き、帰 りにみんなで しみ じみ飲 んだ

の を思 い 出 しま した。 あれ か ら 1

年・ 。今年 も届 けて頂いたワイ ンと

久 しぶ りにぶ りに再会できた文 ちゃ

んに心よ り感謝 申し上げます。

金井 徳幸 君   結婚記念 日の素敵なお花 をあ りが

とうございま した。今年で銀婚式 を

迎 えま した。記念の品を松坂屋 の自

井 さんのお取 り計 らいにて購入 させ

ていただきま した。妻 も大喜びです。

皆 さん と臼井 さんに感謝 してスマイ

ル します。

高田 雅司 君   久々の文 ちゃんをお迎 え し卓話 を

頂 く事に感謝 して、スマイル します。

長島 秀親 君   結婚記念 日に 自宅に花が届 きま し

た。感謝の気持 ちを込 めてスマイル

します。 あ りが とうございま した。

≪出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
11/16 54(51) 7

54(51)

11/2 54(50) 9 4 9216%

(会報作成 佐橋 徹 )


