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2019 年 2 月 7 日　第 2762 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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インスピレーション
になろう

2019 年 2 月 7 日　第 2762 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　国歌斉唱

◇　ロータリーソング　『奉仕の理想』

◇　四つのテスト唱和

◇　ゲスト ・ ビジター紹介

　　　　　　　　　　横須賀北 RC　福嶋　義信様

　　　　　　　　　　米山奨学生　甘　博文 様

　

皆さんこんにちは。
今日はロータリークラブの健康
チェックをしたいと思っていま
す。
会員に熱意があれば、周りにもそ
れが伝わり、クラブ全体の活気が
高まります。
大切なのは、例会や奉仕活動に参

 会長報告　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁

加するだけでなく、会員が仲間との交流を楽しみ、ロータリーへの誇りを抱くことです。

以下の項目に一つでも多くチェックが入るように頑張っていきましょう

○私は例会を楽しみにしている。
○例会の内容は、興味深く、意義があり、多様性に富んでいる。
○例会で会員やゲストを迎え入れる挨拶係がいる。
○例会はしっかりと企画・運営されている。
○例会で会員が毎週違うテーブルに着き、違う会員と話せるようにしている。
○「親友」と呼べる仲間がいる。
○役員だけでなく、他の会員も地区や国際的なロータリー行事に参加している。
○ほとんどの会員がロータリーのポリオ撲滅活動とその進展について知っており、ロータリーの一員とし
て貢献していることに誇りを抱いている。
○会員はロータリー財団に寄付している。
○会員は自分が支援したいと望む活動や分野に寄付している。
○毎月、会員や地元市民の貢献を称えたり、紹介したりしている。
○ロータリーを通じて、海外とのネットワークを築いている。
○常に新しいことに挑戦している（活動、例会の内容や形式、親睦など）
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・横須賀北 RC 福嶋義信様　いつもお世話になります。
・鈴木康仁　久しぶりの例会ですね。皆様お元気で
　何よりです。入会月お祝い頂きました。
・松崎貞男　写真ありがとうございます。
・高木　巌　誕生祝のお礼。カン君ようこそ三浦ロー
　タリークラブにお出でいただきました。
・芹川直行　①甘さん、ようこそ。②欠席のおわび。

・秋本清道　甘君、本日よろしくお願いします。
　福嶋さんようこそ。お体気を付けて下さい。入会月祝いお礼。
・藤喜代司　福嶋さん、甘さんようこそ。今日の寒さも元気に超えていきましょう。
・奥山浩司　福嶋さん、ようこそ三浦へおいで下さいました。甘君、卓話よろしくお願いします。
・山本達樹　本日もよろしくお願いします。遅刻すみません。
・長島満理子　本日お寿司の注文有難うございました。桜まつりも始まりました。よろしくお願いします。
・加藤隆史　本日もよろしくお願いします。

ニコニコ BOX 集計報告
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本　日　　前回まで　　累　計

皆さん、こんにちは。神奈川歯科大学の甘博文と
申します。
台湾出身の私は 2015 年 4月に日本に留学してき
ました。
幼い頃から日本の漫画、ドラマ、料理に興味があ
り、大学卒業後、
最新歯科知識と技術を勉強したいと思い、歯科の
先進国、日本に留学することを決めました。
日本に来てもうすぐ 4年になります。
最初の 1年は、日本語をまったく喋ることができ
なかったのですが、日本語を勉強したいというこ
とと、生活費のために学校の図書館と助教授とカ
レー屋でアルバイトを始めました。
日本語の勉強方法としては、毎日学校の先生とご

卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米山奨学生　甘　博文　様

 出席報告
・会員総数：26名　本日出席：17名　欠席：9名　　出席率 65.4％

 幹事報告
＊横須賀 RC3 月例会のお知らせ
＊横須賀 RC2 月卓話変更のお知らせ
＊横須賀西 RC第 2309 ～ 2314 回週報
＊横須賀北 RC第 2745 ～ 2747 回週報
＊ロータリーレート　1＄＝110 円
＊ロータリー手帳お買い上げのお願い
＊三浦市青少年姉妹都市
　　　  国際交流派遣事業報告書の送付

＊お誕生日お祝い　藤 喜代司会員 S12.2.1　　＊入会月お祝い　鈴木康仁会員 1994 年／秋本清道会員 1994 年
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飯を一緒に食べ、帰りは駅まで一緒に歩いて先生との会話の時間を増やしま
した。
家では、日本のドラマを聞いたりして、言葉や内容をちゃんと理解できるよ
うになりました。
毎日日本語を聞く、使う機会を増やし、徐々に日本語を覚えていきました。
2年前の大学 2年生の時に、米山ロータリー奨学金に応募して、学校と教授
から推薦で奨学金をもらいました。
米山ロータリーになってから大きな変化が起きて、自分の留学生活がより有
意義になったと思います。
まずは、生活費の方面では毎月 14万円の奨学金をいただき、お金に困るこ
とがなくなってきました。
毎年歯科関連のセミナーで学会に参加するとかなりの出費になるのですが、
奨学金のおかげでアルバイト時間も少し減らし、もっと自分の時間を増やし
ました。
二年前に三浦ロータリークラブに入り、カウンセラーの芹川先生やロータ
リーメンバーの皆さんと交流し、様々なイベントに参加し、いろいろ経験させていただいています。
毎週木曜日の例会に、会員の皆さんが最近の生活をお話されたり、誕生日や記念日に対する祝福をしたり、
ご病気された方、災害で被害を受けた方に寄付したり、地区の計画をしたりするなど、時に明るく爽やか
な雰囲気、時に真面目な雰囲気、ロータリークラブの強い絆が感じられました。
今までのイベントは江ノ島のクリーンキャンペーン、お茶サービス、箱根の一泊二日研修旅行、国際料理
交流会に参加しました。
イベントの間に他国の奨学生と交流して、普段触れることのできない文化に触れ、とても勉強になりました。
学校では、歯周病を専攻し勉強しています。
歯周病病原細菌や抗菌薬の研究をしており、アジスロマイシンの最小発育阻止濃度より低い濃度で投与後、
いろいろな毒性因子を抑制すると菌体の線毛が完全に消えました。
歯周病の予防法と治療効果を高めるために化学療法薬を適切に使用する方法と薬の選択を検討しています。
学会発表は、鹿児島、福岡、京都、新潟、東京へ 7回行いました。
海外は、アメリカのUCLA に 1週間短期交流にいきました。
今、学位論文の状況は、去年の 9月に英語論文を投稿し、11月は他の雑誌に再投稿して、1か月後クリス
マスの朝に、アメリカ歯周病雑誌「Journal　of　periodontology」からアクセプトされる連絡が来ました。
とてもびっくりして嬉しかったです。
論文を雑誌にアクセプトし、公聴会と予備審査と教授会本示唆を行ったら卒業でき、私は 12月学校総会
で論文の研究賞をいただきました。

大学院終了後は中国の大学病院に最低 2年臨床をする予定です。
将来自分のクリニックを開業したいと思っています。
そこから日本で学んだ多くのことを中国で歯科医療に役立たせたいと考えています。
また、中国の大学で研究を臨床的診療を続けたいと考えています。
日本で学んだ文化や日本の歯科医療技術、研究の進め方などを中国だけでなく台湾や世界に広めることが
私の夢です。
実りあるものにするために努力しています。
この二年間、カウンセラーの芹川先生、秋本先生、鈴木先生、ロータリーメンバーたち、いつも私を応援
して頂きまして、心より感謝いたします。
おかげさまで今年 3月をもちまして無事大学院を卒業する運びとなります。
また機会があれば、引き続き、皆さんのご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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