
  

  

 

 WEEKLY COMMUNICATION

 国際ロータリー第2790地区 第3グループ
 　千葉西ロータリークラブ
      Rotary Club of Chiba-West

創　立　1976年1月20日　　承　認　1976年2月25日
会　長　野  口  ア  キ  子　  　幹　事　飯  高  喜  代  志
例会場　千葉スカイウインドウズ 東天紅　センシティタワー23階
　　　　TEL 043-238-5555
例会日　毎週火曜日 12:30～
事務局　千葉市中央区新田町12-1　トーシン千葉ビル7階
　　　　TEL 043-245-3202　FAX 043-245-7522
　　　　E-mail：chibawestrc@wrpc.co.jp
　　　　URL：http://www.chibawest-rc.net/

   地区スローガン ： 「ロータリーから千葉を元気に」
会長方針 ：「温かいクラブ・活気のあるクラブ・調和のとれたクラブ」

■ 会長挨拶 /野口アキ子 会長
　皆さんこんにちは　毎日の報道関係でもトップニュースになっています　コロナウイルスによ
る肺炎について中国から発症し世界に広がっていることを先週の例会でも少しお話しさせて頂き
ましたが拡大が収まらないようです。
　2003 年に大流行した新型肺炎「SARS」の死者の数を上回り感染の視野が大きく広がって
いるそうです。政府は武漢市に滞在されている邦人を 31 日までにチャーター便にて 565 人帰
国させ千葉県、さいたま県のホテルに宿泊させ隔離を行っていますがそのうち 2 月 1 日まで 8
人からウイルスの陽性反応が確認されています。今回のコロナウイルスは発症し潜伏期間が長い
のが特徴のようで感染者が気づかずに出歩けば感染が容易に広がることも想定されます。
　私達一人ひとりがとるべき対策は通常の風邪やインフルエンザと変わらない「手洗い、うがい、
マスクの着用を励行」し一般的な衛生対策に心がけて幼児や体力のない人、高齢者の持病のある
方を守ることが大切であると思います。　
　令和２年１月３１日、安倍総理は総理大臣官邸で第３回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し新型コロナウ
イルス感染症への対応について議論が行われました。世界保健機関（WHO）が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急
事態を宣言しました。これを受け、国内における感染の拡大を防止するため、新型コロナウイルスに関する感染症を、
感染症法上の指定感染症に指定することにつき、その施行を前倒しし、２月１日から施行することになりました。こ
れにより日本に入国しようとする方が感染症である場合には、入国法の規定により入国を拒否できます。国民の安全、
安心、感染拡大の防止に万全を期す観点も発表されています。
千葉県・・・相談窓口（043-223-2640）を開設しています。
千葉市・・・相談窓口（043-238-9966）を設置され市保健所の職員が感染の予防策や健康不安に関する相談に応
じています。
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■ 四つのテスト/ 賀来　寛 会員
 「言行はこれに照らしてから」
　真実かどうか
　みんなに公平か
　好意と友情を深めるか
　みんなの為になるかどうか

■ お客様
　ラミイラ メイメイトジャン さん（米山奨学生）

■ 幹事報告
　なし

■ 委員会報告
　なし 誕生祝い

　飯高、木村、小松、高橋　各会員
　小松喜久子 会員スピーチ　入会して半年となります。こ
の日を楽しみにしておりました。複雑な気持ちでもありま
すが、うちの母によく、慰められました。「どんな偉い人
でも皆年を取る、持っている時間は皆同じ。」ありがとう
ございました。

♥ 結婚記念日祝い
　川島義美、渡辺、花光、伊東　各会員
　川島義美 会員スピーチ　ありがとうございます。結婚し
て 52 年くらいです。子供 2 人、孫 4 人、共に楽しくやっ
ていきたいです。
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■ 米山奨学生卓話　ラミイラ・メイメイトジャン さん
　ロータリークラブの皆様こんにちは〜
本日卓話する場を設けて頂いてどうもありがとうございます。この貴重な
時間を皆様と交流しながら楽しく過ごすことができればと思いますので、
ちょっとだけでも興味があるところございましたらぜひ質問をしてくれる
と嬉しいです。
ここから卓話を始めさせていただけます。

　ウイグルから来た留学生のラミイラ メイメイトジャンと申しま
す。現在順天堂大学スポーツ健康科学専攻の博士前期課程で勉強
しています。今年 4 月から、米山奨学生として、千葉西ロータリー
クラブにお世話なっております。私に関して日本人の方がよく興
味持ってくれるのは名前と国籍です。“Family name はどれです
か”、“中国人に見えないですね。”、“ハーフですか”などをよく耳
にします。確かに、私の名前が長くって、日本人、中国人みたい
Family name がないです。ラミイラというのは自分の名前で、
めいめいとジャンというのはお父さんの名前です。家族や友人、
また西ロータリークラブの皆様みんなラミって読んでくれます。

　私は 2015 年の６月にウイグルの医科大学で看護専門を卒業
し、2015 年の 10 月に来日し、2017 年３月まで１年３か月ぐ
らい日本語学べました。また、学部から興味持って学んできた栄
養学をより勉強したいと思い、女子栄養大学の健康情報研究科で
１年間勉強しました。その後、2018 年の 4 月から順天堂大学
の発育発達・測定評価研究室で研究しています。

　次に、私の地元や出身地〜ウイグルに関して紹介させていただ
きます。ウイグルは中国と合併されてから、（新しいできた場所の
意味で新疆ウイグルという名前が付きられました。ウイグルは中
国の西部に位置し，インド、パキスタン、アフガニスタン、タジ
キスタン、キルギス、カザフスタン、ロシア連邦、モンゴル国の
8 カ国と国境を接しています。面積は 165 万 km2 で中国の省・
自治区の中でも最大地域です。中国の約 1/6 を占めます。総人口
は約 1,900 万人で、省都はウルムチです。民族構成はウイグル
族のほか、カザフ族、キルギス族、モンゴル族などさまざまな民
族が住んでいる多民族地域です。

　ウイグル民族の人口は 1000 万人ぐらいで、宗教はイスラム教
です。言語はウイグル語で、文字はアラビア文字使っています。

　ウイグル語での挨拶です。

　ウイグルでは有名な自然観光地がたくさんあり、毎年国内、国
外からの観光客が大勢訪れています。代表として以下のところを
紹介します。タクラマカン砂漠は、中央アジアのタリム盆地の大
部分を占める砂漠で、2 つの山脈や高原に囲まれています。中国
最大の砂漠で、ウイグル語で「入ると出られない」と意味をします。
また、首都ウルムチの周りにもたくさん観光地があります、例え
ば天池火焔山などあります。人気観光地の一つとなっている火焔
山の夏の気温が 50 度を超えることも頻繁です。世界 12 の熱い
場所ランキングで 7 位になっています。

　ウイグルの民族衣装はアテラスと言われる手作りのキジで作ら
れたドレスと手作りの花柄帽子です。むかしは一般的に着るもの
でしたが、近年はお祭りや何かの式でしか着なくなっています。

　ウイグル人の食生活は麺類と肉類がメインです。また、1 日 3 
食の前にちょっとだけでもナン食べる習慣があります。

■ 米山奨学金の授与
　米山奨学生 ラミイラ・メイメイトジャンさん
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　代表的民族料理として、炒めものと焼き物が多いです。例えば、
羊肉を好きな味つけで焼くのはカワプと言う料理で、キシメンの
上に、野菜と肉の炒めを乗せた料理はラグメンです。

　ウイグル民族は性格が明るい、お客様に対しておもてなしで、
それと共に音楽も大好きな民族です。また、ウイグル人は音楽か
らその時の気持ちや考えを伝えながら、自分の思いを表現するの
が得意民族です。写真で見ているのは、2005 年世界無形むけい
文化ぶんか遺産いさんに登録された私たちの代表的なムカームで
す。ムカームを演奏するために少なくても 4 から 5 以上の楽器が
ないと演奏ができないです。

　自分が日本に興味持ったきっかけに関して話します。私は地元
の看護学部出身で、実習の時多くの患者は急性疾患だけではなく、
高血圧、糖尿病、肥満などの生活習慣病も患っていることが非常
に多いと感じました。そこで、病気を治し、健康増進をするため
には医療だけではなく、子供の頃からの予防、栄養管理、体力や
身体活動が必要と思いました。そこで、指導教員のおすすめで日
本の保健方法、病気の予防方法を勉強するため、世界の中でも医
学や治療技術がトップである日本へ留学に行くことを決心しまし
た。

　現在行っている研究や研究室活動について話します。現在、順
天堂大学スポーツ健康研究科発育発達・測定評価研究室で研究を
しています。

　入学してから 1 年半になりますが、この期間で、

　子供の肥満、運動・スポーツ習慣、体力における国際的な研究
を取り組んでいました。また、体力測定法と健康について知識を
学びながら、現場で子供体力の実測を行ってきました。

　それ以外に、ボランティアで成田市の各幼稚園に行って運動指
導を行っています。ほかにも、

　千葉県で行われた 2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ
クを目指す選手達との交流会、高齢者ロコモ測定、小学生パラス
ポーツ体験会などのイベントにスタッフとして参加しました。毎
年静岡県と順天堂大学が連携して行っている体力調査に測定者と
して関わっています。日本国内だけではなく、国際的行われた体
力調査のデータ処理や分析を行っています。

　以上のように様々な社会活動を参加して、総合的知識、専門的
知識をより一層高めることができました。日本の幼児体力測定法
についてはまだ統一されていないため、自分の修士論文として“幼
児における体力測定に関する世界的動向”というテーマで研究を
行っています。本研究の意義として、健康管理士の立場で幼少期
の子供対象に定期的調査行われることによって、子供の肥満、生
活習慣乱れ、抵抗力の低下を明らかにし、病気の予防、認知能力
などの向上することができる客観的な資料になり得ると考えられ
ます。

　修士論文以外にも研究室のデータを活用して分析研究行い、4
回ぐらい学会発表に参加しました。

　最後に、奨学生生活で得た貴重な成果に関して話します。
日本のメディカル技術に憧れて留学してきた私は、奨学生になる
までに、学術的面以外の接はほぼなかったです。日本人との接も
ただ学校だけで限られていました。例えば、日本の文化、日本人
の考え方、ライフスタイルと言ったところを一番親近のところか
ら理解、実感がないと、詳しく知ることは非常に難しいと思います。
日本を一番親近のところから知る、感じる場を設けたのが米山ロー
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タリークラブやロータリアンの皆さんでした。最初、米山奨学金
を選んだのも、世話クラブでの例会やカウンセラー制度が一番魅
力を感じ、経済的負担はもちろん、家族、友人がない日本で家族
の立場でアドバイスや知り合いになってくれることでも十分とい
う思いで申請しました。この半年間振り返って見ると、半年前思っ
たより幅広く方面で支援もらって来ました。奨学金をもらえるこ
とで経済的状況良くなり、勉強できる時間が増え様々な学会やボ
ランテァ活動に参加することができました。ただのもらうだけで
なく、あげるという考え方を身につけました。した。また、毎回
の例会では、様々な分野の方と交流することができ、普通に学校
だけで学べない知識を身につけたし、人生の価値観、生き方、進
路プランが変わりました。そして、ロータリークラブのおかげで
インターアクト年次大会や国際交流事業など活動が参加し、自分
の母国に関して初めて外国人と交流ができました。また、こういっ
た活動を通じて、ネットワークが広がり、たくさん優秀な人と出
会い、前向きの姿や他人の立場を考える思いやり、異文化や習慣
などを身につきました。また、ロータリークラブが私たち奨学生
のために行っている研修会、懇親会、BBQ 大会など事業に参加
することで、たくさん先輩と交流ができ、お互い日本社会の礼儀、
マナー、言葉に関して見学、実践することができました。25、そ
れに、カウンセラー（遠藤さん）含め、世話クラブでのロータリ
アン皆と接することやクラブ事業に参加することによって、世話
クラブから距離感なく、本当にファミリーのような暖かさ、団体
の力を感じました。また、一番親近のところから日本人の優しさ、
日本の文化を触れることができました。
　以上のような実感から、奨学生期間や身につけた幅広い知識、
色々な体験は、私の人生での貴重な時期や貴重な成果と確信でき
ます。そこで、私を見守ってくれている、経済的だけでなく、メ
ンタル的も支えている、たくさん教えてくれているロータリアン
のみんなとこの貴重な繋がりを永年続けていきたいと考えていま
す。
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55 46 37 9

1 8

80.43

84.00

33,000

1,031,000

2020年2月11日（火）

　定款により休会（建国記念日）

2020年2月18日（火）

　→9日（日）へ振替

　　国際ロータリー第2790地区「地区大会」

9:30点鐘　アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

 ニコニコBOX
 ・川島義美…結婚 50 年、ありがとうございました。
 ・野口正夫…立春大吉　　彼岸も参ります。先祖供養忘れずに。
 ・飯高…誕生祝いをいただいて。
 ・花光…結婚祝いをいただいて。
 ・渡辺…結婚記念を頂きありがとうございました。
 ・木村…誕生祝いをありがとうございました。老いていくのみです。
 ・遠藤あけみ…立春ですね。暖かいです。私事ですが、父の命日です。
　　　　　　　都内の墓参にも、ままならず親不孝をしています…
 ・伊東…結婚記念日お祝いをありがとうございました。
 ・小松…皆様と一緒にお祝いを頂き、うれしい限りです。


