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2014 年 10 月 2 日　第 2574 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　米山月間卓話：米山奨学生　朱 怡璘さん

　　地区米山奨学・米山学友委員会 委員　

　　　　　　　　　齋藤 眞且会員（横須賀 RC)

　　横須賀北 RC　福嶋 義信 会員

　　米山奨学生　李 明峻 さん　　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、今日も出席者が
多い例会になりました。ありがとう
ございました。先週末の御嶽山の噴
火には驚きました。24 時間体制で観
測していたにも関わらず突然の噴火、
ちょうど 1年前に阿蘇山の噴火口を
見に行っていましたので恐ろしさを
感じました。救助に当たっている自
衛隊・消防・警察の方々は本当に大変な思いをされて
いる事でしょう。通常の救助活動と違い、今回は再噴
火すれば救助隊も全滅しかねない状況です。その恐怖
心たるや物凄いものがあることでしょう。ご苦労お察
しいたします。
　この噴火もそうですが、ここ数年世界中でも観測以
来最大の豪雨や何々、今まで日本では珍しかった竜巻
などの異常気象などの天変地異、何か地球が可おかし
くなっているような感じがします。皆様も普段から危
機意識を持って準備しておいて下さい。
　先週お配りした、ガバナー月信はよんで頂けました

か？第一グループの
事業紹介が載ってい
ます。三浦クラブは
芋掘りの事を紹介し
ました。理科系の私
が苦手な文章を書い
たのですから、是非
読んでください。　
4日、土曜日に 10 時

から12時まで畑の雑草取りをします。少しの時間でも、
またお時間のある時にいつでも結構ですから少しでも
ご協力下さい。
　19 日は地区大会があります。今年は鈴木康仁さんが
補佐で出ているのでおおくのメンバーの出席をお願い
します。今日も宜しくお願いします。
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 幹事報告　　
＊入会月お祝　佐藤 国彦 会員（2012）　草野 昌幸 会員（2013）

＊地区より　2015－16 年度 DDF 方針説明 

　　　　　　　　　　　　及び奉仕プロジェクト事例紹介ｾﾐﾅｰ

＊週報　横須賀西 RC

＊城ヶ島駅伝競走大会開催案内

ちゅー いーりん

　　　　　

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日    前回迄   累　計   
ニコニコ 16,000 円  101,000 円 117,000 円
財      団 0 円 19,000 円 19,000 円
ポ  リ  オ 0 円  20,000 円 20,000 円
米　　山 1,000 円 19,500 円 20,500 円
周　　年 0 円 2,000 円 2,000 円
　 計 17,000 円 161,500 円 178,500 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和男 会員

・齋藤眞且（地区米山奨学・米山学友委員会）　　

　朱怡凛さんの付添いで伺いました。よろしくお願い

　致します。

・福嶋義信（横須賀北RC)　いつもお世話になります

・鈴木正孝　朱さん、ようこそ三浦へ。卓話よろしくお

　願いします。

　福嶋さん、いつも三崎までありがとうございます。

・芹川直行　横須賀RC齋藤会員、横須賀北RC福嶋会員

　ようこそ。米山奨学生 朱さん、ようこそ。

　朱さん、卓話よろしくお願い致します。

・高木　巌　米山奨学生 朱さん、李さん、そして地区

　米山委員の横須賀RC齋藤さん、北クラブの福嶋さん、

　ようこそ三浦RCへおいでいただきました。

・鈴木康仁　本日早退のおわびとして。

・星野　雄　大城さん、入会おめでとうございます。

　米山奨学生 朱怡璘さん、地区米山委員 齋藤様、米山

　奨学生 李明峻さん、ようこそ。横須賀北RC福嶋さん、

　ようこそ。

　先週欠席と本日早退のおわび。

・菊池　恵　朱 怡璘さん、ようこそ三浦へ。日本での

　生活を楽しんでいますか。日本の良さを貴国へ大い

　にPRして下さい。

・笠倉正弘　齋藤さん、福嶋さん、李さん、ようこそ。

　米山奨学生 朱さん、卓話ガンバッテ下さい。

・藤喜代司　朱 怡璘さん、卓話楽しみにしております。

・佐藤国彦　ロータリークラブに入り、あっという間の

　2年が経過しました。今後ともよろしくお願い致しま

　す。また、先週は欠席となってしまい、申し訳あり

　ませんでした。

2574-2

 卓　話　　米山奨学生　朱 怡璘 さん　

【自己紹介】

　私は、台湾の高雄の出身で平成26年 3月からロータリー

奨学金を採用された。日本に来て2年目であるが、最初の

8ヶ月、日本語学校で多くの外国人と共に勉強したり、時に

遊んだりした。その際、日本の、自国の文化・習慣との違

いに驚くと同時に、さらに興味が湧いた。反対に、日本人

から見ると奇異に感じる台湾人の文化・習慣も必ずあるこ

とと思う。異なる文化でも、互いに情報を交換し、教え合

うことで相互理解を深められることを学んだ。

 また、麻布大学大学院において、日本語学校での体験を生

かし、短期研修に来た台湾、中国からの留学生と交流し、

日本との相互理解を深める手伝いができたように思う。

　なお、色々な人たちと国際的な交流やイベントを経験さ

せた。例えば、一ヶ月一回の例会、7月の米山クリーンキャ

ンペーン、9月富士山の一泊二日の旅行。米山ロータリー奨

学金は、私の留学生活に経済上的に助かった上で、両親の

負担軽減することができた。ここでは、ロータリー米山の

皆さんに感謝します。

【研究テーマ】

　今日アニマル・ウェルフェア（以下AW）の法的規制は国

際的な動きとなっている。2012年にEUで従来型ケージによ

る採卵鶏が禁止され、エンリッチドケージにかわりました。

アメリカでも、2015年からカリフォルニア州でEUとほぼ同

じ最低飼養密度が要求されるようになります。また、アメ

リカのファストフード業者、大手企業のレストランは非従

来型ケージの卵の使用を宣言する。

　また本研究の対象国である台湾でも、1988年 11月 4日に

「動物保護法」が施行以来、社会的関心が高まっている。本

研究では、畜産物の中でも鶏卵について、台湾における生産・

流通・消費（フードシステム）を明らかにし、AWに配慮し

た鶏卵生産の現状と課題を整理する。本にも参考になると

思われる。

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：25 名

　本日出席：18 名　欠席：7名　出席率 72%

・MAKE UP　

　鈴木康仁（横須賀南西 RC）　星野 雄（地区会議）

　鈴木正孝、大石精一（草刈り）

　　　　　　　により、出席率は 88％となります
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