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行事予定
10月9日 新会員卓話
山崎亮一会員
10月15日 部門セミナー報告④
社会奉仕／職業奉仕
10月22日 上尾市とYahoo!の
防災連携について
上尾市危機管理防災課
10月29日 クラブフォーラム
会員増強維持意見交換会

2020-2021年度 宇多村海児会長

皆さん、こんばんは。新型コロナについて当クラブの例会開催目安
としている感染率が、９月初旬は３％後半で推移していましたが、こ
こ３〜４日は１％台で横ばいです。収束まではいっていないと思いま
すが、多少、事態は落ち着きはじめているのかなと思います。もとの
生活に一日も早く戻れることを期待しています。
本日は少年サッカーの話をさせていただこうと思います。少年サッ
カーは春から夏にかけて大会・公式戦が行われるのですが、今春予定
されていた大会は軒並み延期になっていました。それが９月に入って
から、延期されていた大会が、詰め込むように開催されています。上
尾市平塚サッカー場で、私は先日の４連休のうち３日間は、少年サッ
カー漬けで、帯同コーチとしてチームを引率、助っ人で審判をしてき
ました。上尾市の大きな大会は上尾市本部長杯争奪サッカー大会と、
上尾ライオンズクラブ杯争奪サッカー大会があり、９月21・22日は上
尾ライオンズクラブ杯争奪サッカー大会・五年生大会で、私は審判を
してきました。決勝戦ともなると、保護者・指導者・ベンチがヒート
アップしてしまうので、通常はスポーツ少年団、サッカー部会の経験
豊富なベテランの２〜３級審判が担当するのですが、事情により私が
笛を吹くことになりました。重圧も少々ありましたが、結果としては
レフリーの重鎮の方々に褒めていただけたので、肩の荷が下りました。
その試合の後半にもなると、閉会式・表彰式の準備をするため多くの
ライオンズクラブの方々が観戦をすることになりますが、そのような
中で笛を吹いているのがロータリアンの私ということで、ちょっとし
た感慨を感じました。ここ十数年、お父さんコーチから審判をやるよ
うになって、当初、慣れない頃は「少年サッカーなのに」とこちらが
思っていても、ヒートアップした指導者や保護者から罵声を浴びたり、
異議を唱えられるなど、だいぶ鍛えられ、ようやく五年生の決勝戦の
笛を吹くことができ、帰宅をしたらひとつの達成感がありました。
さて上尾ロータリークラブとしては、地区補助金通常枠を小学校に
向けて使おうと、関係各所を深澤幹事と回り、模索している状態です。
詳細が決まりましたら報告させていただきたいと思います。
会長あいさつは以上です。本日もよろしくお願いいたします。
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深澤 圭司幹事

告

◇先日の幹事報告で地区
大会のお話しをしましたが
本日新たな情報が届きまし
たのでご報告いたします。
11月14日（第一日目）の晩
餐会に出席するのは、宇多
村会長、大塚ＰＤＧ、藤村地区補助金運営委員長の３名
になります。11月15日（第二日目）の本会議について、
リ
モート参加はなくなり、
リアル参加のみとなります。皆さ
ま、
ご参加のほどよろしくお願いいたします。

は人生のある時期ではなく、心の持ち方を言う】
とあり、
石原裕次郎の歌には【生きてるかぎりは青春だ】
という
歌詞があります。一日一日、新しい発見や経験をして、
ま
さに私もそれを実践していけたらいいかなと思います。

結 婚・誕 生 祝 い
結婚記念日
藤村

例 会 主 題

作 会員

9月15日に12回目の結婚記念日を迎えました。
９月は
入籍の日で、結婚式は10月3日だったので、結婚記念日
を変えましょうかね？
（笑） この４連休は久々に家族で
東京湾に行き鯵を釣りました。おかげさまで無事に過ご
しています。ありがとうございました。
お誕生日

米山記念奨学生

おめでとうございます！

おめでとうございます！

小田切 宏治 会員
９月２日に47歳になりました。
これからも頑張ってい
きたいと思います。
よろしくお願いいたします。
大木 保司 会員
９月13日に67歳になりました。当クラブでは門崎会員
が一緒の誕生日です。誕生日の自宅での食事は毎年サ
ンマに決まっているのですが、今年はサンマが高くてな
いので、イワシとけんちん汁になりました。コロナ禍でも
楽しみを探して、
これからも皆さんと一緒にやっていきた
いと思います。ありがとうございました。
村岡 武仁 会員

９月20日に83歳になりました。いろいろな方々のおか
げで元気に過ごしています。最近は年齢を感じさせられ
ることが多くなりましたが、意識しないつもりでいます。
「アンチエイジング」
という言葉もありますが、自分では年
齢を感じさせないようにできればいいかなと思っていま
す。サミュエル・ウルマンの「青春」
という詩には【青春と

卓話

トウシンヨウ

2020学年度 ロータリー米山記念奨学生 佟針叶さん
皆さん、
こんばんは。
まず
は自己紹介いたしす。私の
名前は佟針叶です。1996
年12月15日、中国・陝西省
生まれ、23歳です。小学校
〜高校まで陝西省技大付
属の学校に行き、大学はハルビン師範大学に行き材料
化学を学びました。大学４年の時に日本に来て、今は埼
玉大学の修士２年生です。
家族を紹介します。父は教師です。母は病院で会計係
をしています。私たちの世代は一人っ子だからいとこ達
と仲が良いです。5人のいとこがいて、
２人は日本に来て
おり、法政大学と武蔵野美術大学に通っています。
私の名前の「針叶」は祖父がつけてくれました。意味
は松の葉、針葉（しんよう）です。孔子の論語に「 寒、然
后知松柏之后凋也」＝人々は一番寒い冬に、松が最後
の落ち葉であることを知っています。松は雪が降ってもも
との色を保ち、いくら生存環境が厳しくても強く生きられ
ます。松＝屈服しない、強い、初心を忘れず、
という精神
を示します。私の名前には、松のように強い人間になって
ほしいという願いが込められています。
退役軍人で芸術家の祖父の名も変わっていて、佟鳳
九（ほうきゅう）
と言います。道教の伝説では、空は九階
があって、第九階から、
さらにその上は空の最上階です。
鳳凰という伝説の鳥は第九階を飛びます。意味は、人を
鳳凰に例えて、強くて広い世界で飛ぶことを指します。祖
父は中国国学研究会「中華国学文化芸術大使」で、中国
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国家書画院の副院長（2011）です。
私の両親の写真です。次は家族で北京に行ったとき
の写真です。私の趣味は手作りです。いちばん興味があ
るのは刺繍です。布地あるいは他の素材により針と糸で
装飾を施します。写真は私の作品です。

〜紀元前771年、殉葬という残酷な葬祭制度は根絶で
きませんでしたが、紀元前384年に秦国は殉死制度を
正式に廃止し、人間の替わりに、人や馬や生活用具をか
たどった俑（よう＝人形）が埋葬されるようになりました。
始皇帝陵は56平方㎞という広大な面積があり、
さいた
ま市の面積の約１／４にあたります。始皇帝陵はまだす
べて発掘されていなくて、発掘された兵士の俑は、7000
体におよび、
１体約1.8mで、
どれ一つ同じ顔をしたもの
はありません。
２つ目のお勧めの場所は大唐不夜城です。
唐王朝の首都は長安で、盛唐文化を背景としたテーマ
パークになります。コンサートホール、美術館、映画館、
劇場、路上店などがあります。面積は65平方km。昼より
も、ぜひ夜の大唐不夜城を見に来てください。
とても綺
麗で壮観です。
次に陝西省の食べ物を紹介します。陝西省の食べ物
は中国の中でも人気があり有名で、代表的な４つを紹
介します。①つ目は「凉皮（リャンピー）」
といって小麦粉
で作ったツルツル・モチモチの冷製麺食です。②つ目は
「肉夹 （ロウジャーモー）」
という固めのパンに豚肉の
角煮を刻んで頂きます。
この２つはセットとして売られて
いて、外国人むけに「西安セット」
と呼んでいます。③つ目
は「油溌麺（ヨウポーミエン）」です。手打ちの麺ににんに
く、唐辛子、ネギを乗せて、上から熱した油をかけて頂き
ます。油をかけると香りが一瞬で広がってとても美味しそ
故郷のお話しをします。私の実家は中国・陝西省です。 うです。④つ目は「羊肉泡 (ヤンロウパオモウ)」です。西
咸陽市で生まれました。咸陽市は中国の真ん中で「大地 安の伝統的な食べ物で、羊のスープにパンを小さくちぎ
って頂きます。
の原点」
というモニュメントがあります。秦朝の首都で、
今は27帝王の陵墓があります。ほかにも昔の偉人の陵
①
②
●
●
墓が200〜300くらいあります。西安市は昔の長安です。
十三の王朝の都として数千年の歴史を有する古都です。
都としての時間が一番長く、影響力がいちばん大きい都
で、中国四大古都の第一に位置しています。中華文明の
発祥地です。現在の西安市には歴史的な建物と、現代的
③
④
●
●
な建物が両立していて特別な街だと思います。夜の西安
はとても綺麗です。
もし皆さんが陝西省に来る機会があ
りましたら２つの場所をお勧めします。
１つ目は秦朝の
始皇帝陵にある兵馬俑（へいばよう）です。紀元前1046

スマイル

佟さん、卓話ありがとうございまいた。

宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事
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小田切会員／丹井会員／奥川会員／山崎会員
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私はハルビン大学師範大学に行きましたので黒龍江
省ハルビン市を紹介します。ハルビンは中国の緯度が高
く、気温が低い都市です。冬は長くて寒く、夏は短く涼し
いです。屋外の気温が低い時は、お湯をかけ広げると一
瞬で氷になるので、特別な記念写真を撮ることができま
す。ハルビンにはヨーロッパのような建物がたくさんあり
ます。冬には川が凍結し、川の上で遊ぶことができます。
ハルビンも２つの場所をお勧めします。
１つ目は氷雪大
世界です。1999年にハルビン市政府によって大型の氷
と雪の芸術プロジェクトが開始されました。毎年12月頃
に開園し、
２月頃に閉園します。氷で作った建物は毎年
変わります。氷で作ったディズニーランドのようで、氷は
ライティングされてキラキラ輝き、夢みたいな、童話の世
界に入ったようです。
２つ目は「雪見風呂」です。冬、屋根
にこんもり積もった雪を眺めながら、静かに温泉で温ま
ることができます。ハルビン大学も紹介しておきます。大
学はとても広く、別の校舎で行われる授業の移動では遅
れることもあるため、校内をバスで移動します。ハルビン
師範大学には2014年6月〜2017年7月の３年間通い、
大学４年の時に日本に来ました。
日本ではまず武蔵浦和日本語学院に入学しました。
さ
いたま市桜区の学生寮に中国人２人、ベトナム人２人と
一緒に住みました。最初は日本語も全然話せず、ベトナ
ムの方とも全然コミュニケーションがとれませんでした。
４か月静かに過ごして、南区に引越ししました。
ここは５
人で住み、全員中国人でした。

その後、埼玉大学・大学院でムジナモの研究を始めま
した。ムジナモは多年生の食虫水生植物です。水面下で
浮遊して、光合成を行うとともに水中の動物プランクトン
を捕食します。昭和41年5月4日、日本国内唯一の自生
地になっていた埼玉県羽生市宝蔵寺沼が「宝蔵寺沼ム
ジナモ自生地」
として国の天然記念物に指定されました。
1998年販埼玉県植物誌では野生絶滅と判断され、国
のレッドデータブックでは絶滅危惧ⅠＡとなっています。
大学院インターンシップに参加して、ムジナモの生存現
状を解明するため、
１カ月に１〜２回くらい宝蔵寺沼ム
ジナモ自生地に行って、
現地調査とサンプリング
を行い、ムジナモ保存会
の例会に参加しています。
私の研究は、野生絶滅に
なったムジナモを自然増
殖に向け、ムジナモを受
けた環境問題と、ムジナモに対して良い水環境を解明す
ることです。昨年の台風19号による水害を請け、
１ｍ冠
水してたくさんのムジナモが流されました。今研究してい
るのは、ムジナモに対する水質の悪影響です。今後、博
士課程に入ってムジナモ保存の研究を続けていきます。
ロータリー米山記念奨学生は今年４月からです。今年は
新型コロナウイルスの流行などで暗い年だと思いますが、
私は奨学生になって以前より有意義な生活ができるよ
うになりました。新しい友達もでき、生活が充実していま
す。心から感謝しています。
これからもよろしくお願いい
たします。
ご清聴いただきありがとうございました。

