
    

    

                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

今日今日今日今日ののののロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング    

『『『『    それでこそそれでこそそれでこそそれでこそロータリーロータリーロータリーロータリー    』』』』    

    
    

                                                        
みなさんこんにちは。本日の

お客様は章政君です。章君の出

身は杭州市です。私も一度行っ

たことがあります。昭和５３年

３月で、丸岡ＲＣが出来たのが

３月２１日ですが、その頃第２

回の、日中友好福井県民のつばさという企画にて行ってきました。

近くの招興市はあわら市と姉妹都市になっています。皆様もご存

じのとおり、魯迅と藤野厳九郎先生との関係からです。中国の教

科書には、魯迅と藤野先生の話が載っていて、知らない人はいな

いそうです。 

 章君も今後研究を重ねて、さらなる友好の為に、また、両国の

人々の為に、きっと活躍されるものと思います。 

 １０月１２日に、あわら市のトリムパークで、後援している第

２７回ウィングカップソフトボール大会があり、奥村幹事、桑野

会員（さかいケーブルテレビ）と開会式、閉会式に行ってきまし

た。決勝戦を観戦しましたが、抜けるような青空の下、選手たち

は力を精一杯発揮して、気持よくプレーしていました。 

 

 
 

 

※ 敦賀ＲＣより、9/11に行われた県下会

長幹事会の議事録 

※ 活動報告書及び会報＝敦賀西ＲＣ 

                  山中ＲＣ 

※ 御礼状―丸岡古城祭り実行委員会 

※ 坂井市社会福祉協議会より 

11/21 ハートピア春江にて 

    第4回坂井市社会福祉大会の開催のお知らせ 

 
※     山中山中山中山中ＲＣＲＣＲＣＲＣよりよりよりより合同例会合同例会合同例会合同例会のののの案内案内案内案内 

    11月17日（火）１７：３０ 点鐘 例会 

             １８：００ 記念講演 「気功＆健康」 谷 伊津子氏 

             １９：００ 懇親会 

      親睦ゴルフコンペ 山代ゴルフクラブ ８：２０集合 ９：２０スタート 

                  参加料 ５０００円 

         後日 出席確認のＦＡＸを送付します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

第第第第１５１５１５１５４２４２４２４２例会例会例会例会    委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    （（（（１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日現在日現在日現在日現在））））    

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】    

    

    
【【【【メーキャップメーキャップメーキャップメーキャップ】】】】        

【【【【ロータリーロータリーロータリーロータリー財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付財団特別寄付】】】】（入会順・敬称略） 

下田・金・奥村・高尾・倉本・桑野・大久保・高山 

（本日12,000円 本年度累計250,000円） 

【【【【米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会米山記念奨学会】】】】（入会順・敬称略） 

北・下田・藤本・金・奥村・下村・髙尾・桑野・大久保・高山 

                      （本日16,000円 本年度累計293,000円） 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ箱箱箱箱】】】】        

････････（順不同・敬称略） 

下田・・・章政君、卓話ありがとうございます。 

奥村・・・章政君、卓話頑張って下さい。 

山岸・・・結婚記念日を自祝して。 

金・・・・・本日都合により、早退します。 

髙嶋・・・章政君、卓話ご苦労様です。 

下村・・・章政君、卓話頑張って下さい。 

髙尾・・・古城祭りに参加できませんでした。申し訳ありません。 

桑野・・・章政君、卓話ご苦労様。朝晩冷え込んできました。風邪に気をつけましょう 

大久保・・結婚記念日を自祝して。 

高山・・・なんとなく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出 席 欠席届有 
欠席届

無 

ﾒｰｸｱ

ｯﾌﾟ 
出席率％ 

36 23 13   63.88 

本 日 の 合 計 本日迄の累計 前年度実績 

18,000円 567,400円 635,000円 

火曜日火曜日火曜日火曜日    
福井南福井南福井南福井南    繊繊繊繊 協協協協ビルビルビルビル８８８８FFFF    

勝勝勝勝    山山山山    市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動 ｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀｾﾝﾀ ｰーーー    

武武武武    生生生生    武生商工会武生商工会武生商工会武生商工会館館館館    

若若若若    狭狭狭狭    小小小小浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所浜商工会議所    

福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸﾌｪﾆｯｸｽｽｽｽ    ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ    

                            PPPPm6:30m6:30m6:30m6:30    点鐘点鐘点鐘点鐘    

水曜日水曜日水曜日水曜日    
福井北福井北福井北福井北    ホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイホテルフジタフクイ    

敦敦敦敦    賀賀賀賀    北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店北陸銀行敦賀支店    

鯖江北鯖江北鯖江北鯖江北    鯖江鯖江鯖江鯖江ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ会館会館会館会館    

大大大大    野野野野    大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館大野商工会議所会館    

丸丸丸丸    岡岡岡岡    JAJAJAJA花咲花咲花咲花咲ふくいふくいふくいふくい    

                                        

月曜日月曜日月曜日月曜日    
福井東福井東福井東福井東        福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金福井厚生年金    

敦賀西敦賀西敦賀西敦賀西        ｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋｻﾝﾋﾟ゚゚゚ｱｱｱｱ敦賀敦賀敦賀敦賀    

                                            PPPPm7:00m7:00m7:00m7:00点鐘点鐘点鐘点鐘    

県内県内県内県内クラブクラブクラブクラブ    

例例例例    会会会会    日日日日    

木曜日木曜日木曜日木曜日    
福福福福        井井井井    ユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテルユアーズホテル    

武生府中武生府中武生府中武生府中    JAJAJAJA 越前越前越前越前たけふたけふたけふたけふ    

福井水仙福井水仙福井水仙福井水仙    神明神社神明神社神明神社神明神社    

                    Pm6:30Pm6:30Pm6:30Pm6:30 点鐘点鐘点鐘点鐘    

金曜日金曜日金曜日金曜日    
福井西福井西福井西福井西    グラントリアグラントリアグラントリアグラントリア    

三三三三    国国国国    三国観光三国観光三国観光三国観光ホテルホテルホテルホテル    

鯖鯖鯖鯖    江江江江    鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館鯖江商工会館    

あじさいあじさいあじさいあじさい    リバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボリバージュアケボノノノノ    

R.I R.I R.I R.I ＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴＤＩＳＴＲＩＣＴ    ２６５２６５２６５２６５００００ＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹＲＯＴＡＲＹ    ＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢＣＬＵＢ    ＯＦＯＦＯＦＯＦ    ＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡＭＡＲＵＯＫＡ    

http ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruokahttp ://www.maruoka----rotary .comrotary .comrotary .comrotary .com     会長会長会長会長    下田重道下田重道下田重道下田重道    幹事幹事幹事幹事    奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳奥村雅徳    

N ON ON ON O ，，，， １ ５ ４ ３１ ５ ４ ３１ ５ ４ ３１ ５ ４ ３     

    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（土土土土））））    

    

第第第第２７４０２７４０２７４０２７４０地区地区地区地区    地区大会出席地区大会出席地区大会出席地区大会出席    及及及及びびびび    

島原南島原南島原南島原南ＲＣＲＣＲＣＲＣとととと姉妹姉妹姉妹姉妹クラブクラブクラブクラブ締結式締結式締結式締結式    

次 週次 週次 週次 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４４１５４４１５４４１５４４ 回回回回     

今 週今 週今 週今 週 のののの例 会例 会例 会例 会         第第第第 １５４３１５４３１５４３１５４３ 回回回回     

    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１０１０１０１０月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））    

ＲＩＲＩＲＩＲＩ２６５０２６５０２６５０２６５０地区地区地区地区のののの    

世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動世界社会奉仕活動とととと今後今後今後今後    

平田好祐副委員長平田好祐副委員長平田好祐副委員長平田好祐副委員長（（（（福井福井福井福井ﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽﾌｪﾆｯｸｽＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）ＲＣ）    

創立創立創立創立    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 3333 月月月月 21212121 日日日日        承認承認承認承認    昭和昭和昭和昭和 53535353 年年年年 4444 月月月月 6666 日日日日    

下田下田下田下田会長会長会長会長    挨拶挨拶挨拶挨拶        

奥 村奥 村奥 村奥 村 幹 事幹 事幹 事幹 事     報 告報 告報 告報 告     

歴史探訪歴史探訪歴史探訪歴史探訪  怪怪怪怪我我我我石石石石とととと馬繋石馬繋石馬繋石馬繋石    春江春江春江春江町姫王区町姫王区町姫王区町姫王区        

       

案内文案内文案内文案内文にはにはにはには下記下記下記下記のののの様様様様

にににに記記記記されていますされていますされていますされています。。。。    
    

往時人皇第２６代継

体天皇の御母振媛命

近江高島よりこの地

に遷座有りて、その後

遂に此処に終え給ふ。

依って茲に記念碑を

建立して永くその遺

徳を敬慕す。 
 

 



(事務局）〒910-0254   Tel（0776）67-0410／Fax（0776）67－4811                     クラブ広報委員長 林田數一 

       福井県坂井市丸岡町一本田 34-7 JA花咲ふくい 丸岡支店２F                    会報委員長―玉川佳一 副委員長―桑野賢吾 

(例会場) JA花咲ふくい 丸岡支店 ３F (例会日) 毎週水曜日 12時 30分 ( 会員数) ３６名     委員―東角操・大久保政幸・西川政義  

 

 

 

 

 

 米山奨学生    章章章章    政政政政    君君君君   福井県立大学 生物資源学研究科 

 

皆様、こんにちは！いつも大

変お世話になっております。

今日もお疲れ様でございます。 

本日は皆様大変お忙しい中、

大切な卓話の機会を頂きまし

て、本当にありがとうござい

ます。そして光栄に思います。 

私は現在、福井県立大学大

学院の分子生物学研究室にて、

イネの遺伝子とタンパク質に

関する実験と研究を行ってお

ります。そこで、今回卓話の

一つ目のテーマとして、私の

現在の研究内容について簡単に紹介致したいと思います。 

 食糧問題は、人類が解決しなければならない、今世紀最重要課題

の一つです。実際、現時点でアフリカ・アジアを中心に慢性的な食

糧不足が起こっておりまして、今後、全世界で深刻な食糧不足に陥

ると予測されております。この問題を解決するためには、2025 年ま

でに現在の穀物生産量をさらに 50％増加する必要があります。特に

イネは世界の人口の 23％のカロリーを供給しておりまして、米の生

産量の増加が食糧問題解決には必須と考えられております。 
 

※ 研究内容の記述は省略させていただきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009200920092009－－－－2010201020102010年度年度年度年度    ｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌｸﾗﾌﾞ゙゙゙ﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏﾃｰﾏ            結 束結 束結 束結 束 しししし 、、、、 未 来未 来未 来未 来 にににに 向向向向 かかかか お うお うお うお う ！！！！     

私私私私のののの研究研究研究研究テーマテーマテーマテーマ及及及及びびびび故郷故郷故郷故郷・・・・杭州杭州杭州杭州についてについてについてについて    蘇堤蘇堤蘇堤蘇堤↓↓↓↓西湖の西側に六つの橋で

結ばれている長い堤。西湖十景で

は「蘇堤春暁」と言われています。 

浙江省浙江省浙江省浙江省杭州全景杭州全景杭州全景杭州全景 

三潭印月三潭印月三潭印月三潭印月↑↑↑↑“湖中に島、島中に湖”の珍しい景色は 

中国江南水上園林の最も名の高い傑作 

西湖西湖西湖西湖↓↓↓↓白堤，蘇堤の２本堤と湖をめ

ぐる西湖十景は、四季折々の美しい姿

を見せてくれます。 

杭州市の南を流れる銭塘江のそばに「「「「六和塔六和塔六和塔六和塔」」」」→→→→

という高さ 60 ㍍の塔があります。この塔は、北宋

時代（紀元 970 年）に銭塘江の高波を鎮めるため

に木とレンガを材料に造られました。六和塔は実

際に七層ですが、外から十三層に見えるのはとて

も面白いです。塔内は草花，人物，鳥，虫，魚等

の彫刻があり、塔頂の灯はかつて灯台の役目を果

たしました。 

雷峰山の頂上に建っております。

北宋の時代に建立されましたが、

1924 年に倒壊してしまいました。

現在ある雷峰塔は 2002 年に復元

された銅製の塔です。夜は各層の

照明が点灯しており、高さ 72 ㍍

の塔が光り、対岸からは一際目立

ちます。夕陽が美しく西湖十景の

「雷峰夕照」です。 
 

←←←←雷峰塔雷峰塔雷峰塔雷峰塔    

私の故郷・中国杭州市 
美しい街です。会員の皆様、ぜひ一度いらっしゃいませんか！ 

公式訪問公式訪問公式訪問公式訪問    記念写真記念写真記念写真記念写真    


