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第16回 [ 3024 ]回目 例会報告  令和２年 (2020）１１月１２日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  菅野浩司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔我等の生業〕            
 
◆四つのテスト 秋葉一彦 職業奉仕委員 

 
◆お客様紹介  

❁2020（令和 2年度）学年ロータリー米山記念奨学生 李 岳（リ ガク）さん 
 
【 11月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１１月 １６日 堀切順子様（孝敏会員）       
 

∮ 今週の誕生日   ♬♬ ♬ ♬ ♬ 11月 16日 安斎 忠作 会員 ♫♫♫♫♫ 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◆会長の時間 

本日も例会出席ありがとうございます。まずは先日、石川副会長が秋の叙勲・瑞宝章を受

章されました。おめでとうございます！長年にわたり、地域の防火防災にご尽力された功績

を称えられての受賞です。当クラブとしても会員の受賞はとてもうれしく、誇りでもありま

す。本当におめでとうございます。１１月１日に、ロータリーリーダーシップ研修会（ＲＬ

Ｉ）のパートⅡが開催され、私と斎藤幹事が参加いたしました。ズームでのミーティングに

なりますが、グループごとに分かれて、グループ・ディスカッションを行いました。１日が

かりで参加してまいりました。さて、先週は川俣ロータリークラブさんとの毎年恒例の合同

例会が開催されました。冒頭、佐久間ガバナー補佐から、だて西ロータリークラブの終結に

ついての報告がありましたが、１０月３１日付けで、国際ロータリークラブからクラブの終結宣言（解散）をされ

ました。衝撃的なことで大変驚いておりますが、地区からも皆様にご報告して下さいとのことでしたので、お伝え

させていただきました。話は戻って、川俣ロータリークラブのそば部会の皆様の打たれた新そばをいただいてまい

りました。他にも川俣シャモ料理などたくさんいただきました。そばもシャモも本当に美味しくて、みんなで堪能

してまいりました。また、１月４日には、福島市内の合同新年会が開催されます。今回は人数制限が設けられてお

り、飯坂クラブは上限１０名となっております。各テーブル

にはアクリル板設置等、感染予防を徹底いたしますので、挨

拶回りや席を立っての移動はできるだけ控えていただいて開

催することになっております。宜しくお願いいたします。 
 
◆幹事報告 斎藤孝裕 幹事 
Ａ．月 信 「ロータリーの友」 １１月号 「ガバナー月信｣ １１月号 №5 

 Ｂ．来 信 
  ❶国際ロータリー日本事務局より                ❸ガバナーエレクト 志賀利彦 氏より 

「１１月のロータリーレートのお知らせ」１ドル１０４円     「ガバナーエレクト事務所開設披露式の案内」 
❷ガバナー 石黒秀司 氏より                   と き １１月２９日（日）１４時～ 
 「2020-21 年度会長・幹事会並びに選挙人会開催のご案内」     ところ パレスいわや（いわき市） 
 と き １１月２１日（土）１５時～１８時３０分      ❹福島中央ロータリークラブ より 
ところ 郡山ビューホテル・アネックス            「2020-21 年度市内ＲＣ合同新年会開催の案内」 

「ロータリーリーダシップ研修会(ＲＬＩ)パートⅢ開催のご案内」   と き ２１年１月４日（月）１２時３０分～ 
と き １２月１２日（土）９時～１６時２０分         ところ クーラクーリアンテ 

オンライン参加                    登録料 １０，０００円 
Ｃ．メーキャップ報告 

１０／２８ 大笹生支援学校                菅野浩司、斎藤孝裕、千葉政行、渡辺達也 各会員 
１１／１  ロータリーリーダーシップ研修会(RLI)パートⅡ  菅野浩司、斎藤孝裕 各会員 

 

◆大笹生支援学校へマスク寄贈の報告 渡辺達也 社会奉仕委員長 
本来であれば、青少年奉仕委員の千葉さんの方からご報告があると思ったのですが、今日は欠席ということで、

代わりにご報告いたします。１０月２８日大笹生支援学校さんへマスク１０００枚、フェイスシールド２００枚を 

会員総数 39 名  

出席会員 30 名  

欠席会員  9 名 

出席率  76.92% 
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週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

1. 真実かどうか 

2. みんなに公平か 

3. 好意と友情を深めるか 

4.みんなのためになるかどうか 

 

＜財団＆ポリオプラス・準米山功労者寄付金振込のお願い＞ 

・財団の友    １５０ドル 15,600 円 

・ポリオプラス   ３０ドル  3,120 円 

・準米山功労者（該当会員のみ）10,000 円 

１１月２６日までお振込みお願いいたします！ 

 

米山奨学生李岳さんへ奨学金の贈呈 

地区重点活動目標 
１．例会最重点主義
で、例会出席者の
純増・出席率を高
める。 
２．会員増強目標 
３．福島職業宣言成
文化 

４．青少年ショート
交換事業実施へ
の研究 

5.横断的な委員会
ジョイントでの活
動強化 

6.ロータリー賞へ
の挑戦 

7.ロータリー財団
への理解と活用 

8.米山記念奨学会
への協力 

１１月は 
ロータリー財団月間 

経済発展月間 

寄付してまいりました。子供たち５人に代表してお渡ししましたが、大変喜んでくれました。教育活動後援会で 
は千葉さんが会長に、佐藤真也さんが副会長になっており、斎藤幹事も会員ということで、今回、私も支援させ 



ていただきました。また、子供たちが様々な活動している中で、職場訪問をしたらどうかいうお話もありました。
今後の課題ということで、これから検討させていただきたいと思います。 
 
◆スマイリングＢＯＸ 中島定宏 委員 【合計３２ｓ】 

石川 邦俊会員 １０ｓ 秋の叙勲受賞致しまして、これから頑張ります。 
畠  隆章会員  ５ｓ 本日から予定されておりました竜王戦が羽生さんの都合でまぼろしとなってしまいました。 
菅野 浩司会員  ３ｓ 石川副会長、秋の叙勲おめでとうございます。本日は李岳さんのスピーチ楽しみにしております。 
斎藤 孝裕会員  ３ｓ リ・ガク君、本日のスピーチありがとうございます。 
佐藤喜市郎会員  ３ｓ 岳君、自信を持ってスピーチガンバレ 楽しみにしています。 
安斎 忠作会員  ３ｓ 米山 李岳さんのスピーチたのしみにしています。 
中島 定宏会員  ３ｓ 石川さん叙勲おめでとうございます。 欠席お詫び 
堀切 孝敏会員  ２ｓ ２回欠席おわび  

◆ゲストスピーチ  ２０２０（令和２年度）学年ロータリー米山記念奨学生 李 岳（リ ガク）さん 

本日は会長から３０分いただいて大変光栄であります。先ほどのスマイリングボックスで

は、皆さんから期待されて、今は重く感じております。いい機会だと思っておりますので、

皆さんともっと教え合って、もっと絆を作って頑張っていきたいと思います。飯坂クラブに

入って半年が経ちましたが、お互いを知るチャンスだと思って、今年は難しい年になってい

ますが、今日のチャンスでは、これを踏まえて自己紹介をしたいと思っております。名前は

李岳と言います。出身は河南省の鄭州市というところで、中国の真ん中より若干東側にあり

ます。鄭州から上海までは約１２００キロあります。生まれてからは海を見る機会があまり

なくて、日本に来てから初めて海を見ました。河南省で有名なのが少林寺です。門を入って

からお寺までは２，３時間かかります。少林寺で有名なのはカンフー（武術）です。なぜお坊さんたちは棒を使っ

ているのかというと、仏教のせいで、こちらからは相手を傷つけないこと、つまり、痛みだけを感じさせて、命ま

ではとらない。それは仏教に関わる話です。河南州は中国で人口が二番目に多い所です。鄭州市は内陸にあります

が、交通に関してはとても便利です。中国の東西南北をつなげる役割を果たしています。中国の国の交差点と言わ

れています。国際空港もありますが、逆に歴史はあまりなくて、都市のイメージが強いです。河南省の食べ物は、

烩麺（フイ麺）という麺が有名な食べ物です。日本に来たのは２０１５年１０月８日で、今年はちょうど５年です。

なぜ日本に来たのかというと、ノーベル賞の受賞者は割と日本が多くて、自分はこういう技術が優れている国に行

きたいなと思いました。それで、日本に渡る決意をしました。最初、日本語を学び始めたのは中学３年生の夏休み

です。一応、高卒まで中国にいました。日本では初めは神戸に行きまして、着いてからすごく悪い学校に入りまし

た。当時の学生や先生とも、あまりやる気がなくて、居づらい学校でした。その時

に担任と相談して、２０１６年に大阪に転校しました。大阪では、順調に勉強して、

その後、福島に来ることになるのですが、大阪のあと、すぐに福島行くことになっ

たわけではなく、当時の日本留学生試験（ＥＧＵ）、いわゆる日本人のセンター試

験に似ている試験で、その結果に基づいて、学校へ出願することが可能になります。

当時は島根大学、鳥取大学、愛媛大学、福島大学を受けて、愛媛大学と福島大学に

合格しました。どうして福島大学を選んだかというと、合格発表の時間です。愛媛

大学の合格発表は３月２４日、福島の合格発表は２月１７日だったので、福島大学

に行くことになりました。 

これはとっておきの写真です。当時の吾妻会長の写真です。私は福島に来てからすごくよかったと思いました。

今までは都会で生まれて都会に生活して、なかなか田舎の風景を見るチャンスがなくて、来てからすごく感動しま

した。生活のリズムも環境も良くて、空気も美味しいし、特に福島の果物は大変美味しいです。この間、喜市郎さ

んと一緒に梨園に行ってきました。すごくおいしかったです。もう一つは、大学の１年生から、毎年飯坂のお祭り

に参加していて、なんと自分がロータリーの奨学生になって、飯坂クラブに来たことにはびっくりしています。三

春の滝桜の写真ですが、これは今年のゴールデンウイークに行った時のものです。これも都市ではなかなか見れな

い風景です。私の趣味は、ドライブ旅行やキャンプ、サバイバルです。地図にこれから行きたいところに印をつけ

て、目標を立てています。去年のゴールデンウィークの時には東北旅行に行きました。なんとこの旅行で１万円も

使わなかったのです。なぜかというと、自分はテントで自炊していたので、レンタカー代以外はお金をあまり使い

ませんでした。貧乏な旅行でしたが、楽しかったです。 

最後に自分の現在の研究について、よく「バイオマス」と言われていますが、生活ごみを使って、最終的にバイ

オエタノールを作ります。ごみを粉砕してから、フダリウム（エキスポラム）という菌７２株を使って、最終的に

はグルコース（糖分）に変えられます。糖分さえあれば発酵できます。発酵すると低濃度のバイオエタノールがで

きます。そのバイオエタノールを生かして燃料電池に打ち込んでから、最終的に電力に変えられます。未来にどう

活用できるかというと、例えば、車のエンジンでは燃料タンクの代わりに、アルコールを入れて、燃料電池に通し

てから、最終的に車のモーターで運転できるようになるかなと思っています。現実にいうと、コストが高いとか、

しばらく利用はできず、厳しくて、なかなか研究が進んでいません。一応、ここまでの実験は成功していて、あと

は大学院に入って、ここから研究を始めるつもりです。いかに利用できるか、大事な研究になっています。当時は、

古河電池さんと研究をしており、古河電池賞をとれたのは大変良かったと思います。 

以上になります。ご清聴ありがとうございました。              ◆閉会点鐘   会長 

 

 
■第５回理事会開催 11 月 12 日（木）13：30～「吉川屋」 

《内 容》①新会員紹介・推薦者＆アンケート調査集計について ②家族同伴忘年会について ③１２月のプログラム ④その他 
《出席者》菅野浩司、斎藤孝裕、服部裕一、石川邦俊、紺野内容樹、村上裕司、生田目正志、鈴木重忠、佐藤喜市郎、佐藤真也、 

吾妻一夫 以上の会員 


