
出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　44名　　欠席者数　11名
出席率　81.48％　　前々回訂正　79.63％　　　　
欠席者　原田，堀川，加戸，菊井，木本，小松原，大畑，竹本，槌田，山田，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　〈岡山RC〉　貝畑　雅二  様
S . A . A . 　 　　

ロータリークラブ事務局  光石 ・ 中山様 ： 花見夜間例会には、お招きいただきありがとうございました。
岡本（和）会員 ： 花見夜間例会では、話の花ダンスの華が咲き楽しい時を過ごすことができました。皆さんありがと

うございました。
末吉会員 ： ・先月の花見夜間例会、岡本浩三委員長大変お世話になりました。

・本日、長女が高校に入学いたしました。スマイルします。
相原会員 ： 先日の花見夜間例会では、家内がお世話になりました。
横山会員 ： 花見夜間例会では家内に花束をいただき、ありがとうございました。大変喜んでいました。
氏房会員 ： ・花見夜間例会では、親睦委員の皆様お疲れ様でした。お陰様で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

・IMと例会を欠席しましたのでスマイル致します。
川西会員 ： 結婚記念日の花束ありがとうございました。人生、谷あり山ありですが48年間頑張ってきました。
日笠（常）会員 ： 最近のニュース

・岡山弁護士会の仲裁センターの専門委員仲裁委員を拝命しました。
・長女がオーストラリアで英語研修を始めました。90%の自己満足と知りつつも送り出しました。
・家内、二女、三女と九州旅行に行ってきました。

花房会員 ： ・先日のIM体調不良の為、欠席しました。申し訳ありません。
・結婚記念日のお祝いの花束有難うございました。

西岡会員 ： 先週の花見夜間例会を欠席しましたのでスマイルします。
10件　31,000円（累計 1,077,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
母子の健康月間
　今月は、「母子の健康月間」であります。本日は月間に因んで２つのお話を紹介いたします。
一つ目はポリオの話題です。本日配布されましたガバナー月信にも、ガバナーがポリオ撲滅の現
状や課題を述べています。それに依りますと、2016年のポリオの症例数は37例で前年の半分に
こぎつけたが、ナイジェリアやパキスタンにおいてはなお深刻な状態で、内戦が影響しているということ。またロータ
リーはこのパキスタンにおいて、予防接種のための常駐所である「PTP」を資金面で援助しているということです。
　二つ目は、母子の健康に関するものです。1990年から2010年にかけて、5歳未満の子どもの死亡数は、世界全
体で1,200万人から760万人に減少。また、2012年の統計によると、一日に800人の女性が、妊娠や出産に関する
事柄で命を落としています。その死亡率は、都市部から離れた地域、貧困地域、教育の普及率の低い地域で特
に高くなっています。母子の健康を守るためには、出産時だけでなく出産前後の時期に、正しい知識とスキルを
もって対応する必要があり、ロ ータリアンは、母子の健康を長期的に改善するために、「5歳未満児の死亡率と罹
患率の削減、予防接種」「妊婦の死亡率と罹患率の削減」「地域社会での出産前・出産時のサポート」「母子の
健康に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための奨学金支援」などの活動を行っています。
いずれにしましても、真っ先に貧困や戦争の犠牲になるのは子どもたちであります。 平和な世界が望まれます。
　一方我が国では、医学·衛生の進歩により克服され過去の話になりましたが、あらたにこどもの貧困や虐待がク
ローズアップされています。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 先週の花見夜間例会には会員、ご夫人の皆様にご参加いただきありがとうございました。
② ロータリーの友４月号、ガバナー月信Vol.10を配付しております。
③ 第３回IDMのご案内、「ロータリークラブ献血ウィークご協力のお願い」、IMの記念写真を配
付しております。

　崔  艶梅さんは岡山北西RCの最初の例会参加が平成28年5月9日㈪の第一例会で、当初は緊張もしておりましたがロータ
リーを理解しようと、会員と触れ合うことができるIDMや歴史同好会、そしてクリスマス例会等にも積極的にご参加いただきま
した。そして、崔さんより岡山北西RCに対し、最後の例会参加となった今年3月6日㈪にお礼の挨拶をして頂きました。
　私はカウンセラーとして、日本の文化や自然に触れる機会をと思い、足守にあります岡山済生会憩いの丘で開催されている
「ほたるまつり」と 「花火大会」にもお誘いしたのですが、残念なことに 「大学での研究があります」との理由で断られました。し
かし博士号の取得と就職が決まってからは私の家にも訪問して頂いたり、家族との食事にも出かけたりして親しくなることがで
きました。米山奨学生である崔 艶梅さんは平成29年3月6日㈪が最後の例会となり、米山奨学生のカウンセラーとしての1年間
でしたが、充分な役割が果すことができたかは分かりませんが、
お世話を終了することができました。崔   艶梅さんは、日本及
び日本人を理解しようと努力され、この度は中国にも事業所が
ある会社に就職ができ、これからも日本と中国の懸け橋となっ
て頑張って頂きたいと思っています。

社会奉仕委員会より 社会奉仕委員長　相　原　利　行
　前期に引き続き、本年度の社会奉仕活動として、４月17日から30日までを「ロータ
リークラブ献血ウイーク」とし、会員ご自身、または会員の皆さまのお知り合いや勤務
先の社員の方々に、献血のご協力をお願いしております。何卒ご協力をお願いいたし
ます。

ゴルフ同好会からのお知らせ ゴルフ同好会幹事　西　岡　貞　則
　第274回ゴルフコンペを下記の通り開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。
⒈ 日　　時：平成29年５月25日㈭
　　　集合時間：午前８：00　　スタート：午前８：50　ＯＵＴスタート　キャディ・昼食付き
⒉ 場　　所：鷲羽ゴルフ倶楽部　倉敷市福江701
⒊ 競技方法：18ホールストロークプレイ（ローカルルール適用）

野球同好会からのお知らせ 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　球春到来ということで４月５日㈬午後６時から９時、奥市グランドにて練習を行いました。今後
の試合日程をご案内いたします。皆さまお誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
今後の試合日程
　・日時：４月１９日㈬午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：住友林業
　・日時：４月３０日㈰午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：野球王

ガバナー補佐訪問クラブ協議会 幹事　末　吉　賢　多
　４月10日18時30分より、ホテルグランヴィア岡山において、国際ロータリー第２６
９０地区　第９グループガバナー補佐　岩本一壽様、ガバナー補佐随行者　堀
川辰也様をお迎えして、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催致しました。岩本
一壽様、堀川辰也様両名は当クラブ会員ではございますが、お二人より、クラブ
の現状・問題点を的確にご指示いただきました。参加しました岡本会長以下理
事・役員・部会委員長・入会３年未満の会員は、
残り３カ月目標達成に向け、努力していこうと考
えたクラブ協議会であったと思います。

④ 財団室NEWS４月号、米山記念館 館報Vol.29、春季例祭のご案内、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13：30より3F「エメラルドの間」において、「第５回被選理事役員会」が開催されますので、次
年度理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ 本日18：30より、3F「サファイアの間」において、「後期ガバナー補佐訪問クラブ協議会」を開催いたしますので、
理事・役員、委員長、部会長、入会１年未満の会員の皆様はよろしくお願いいたします。

⑦ 4月12日㈬18：30から歴史同好会定例会が「割烹津山」にて開催されます。参加予定の方は、ご出席お願い
致します。

「米山記念奨学生のカウンセラーを終えて」
米山記念奨学生について 川　西　熊　雄　会員
1岡山北西RCが創立以来お世話をした米山記念奨学生の紹介

2平成28年5月7日㈯12：00～15：30　会場 岡山国際交流センター
米山記念奨学生 オリエンテーション ・ 歓迎会
奨学生　新規奨学生 20名　継続奨学生 2名　合計22名
受入れ国及び学校
ア）中国 15名　イ）韓国５名　ウ）バングラデシュ １名　エ）ベトナム １名
ア）岡山大学 ９名　イ）岡山理科大学 １名　ウ）津山工業高校専門学校 １名
エ）鳥取大学 ３名　オ）鳥取県立大学 １名　カ）島根大学 ３名　キ）島根県立大学 ４名

平成29年2月26日㈰11：30～15：20　会場 米子全日空ホテル
　米山記念奨学生歓送会 第12回米山学友総会
3米山奨学生のカウンセラーQ&A（1～37項目）
ア）最初の例会で何をするか
イ）自宅に招いた方が良いか
ウ）奨学生とどのように接するか
エ）プライバシーの保護とは
オ）ハラスメントの注意点

　　奨学生レポートとカウンセラー所見書を２回提出
4崔  艶梅さんについて
岡山国際交流センターで初めて紹介されて挨拶
　崔さんは中国黒竜江省の生まれで、ハルピン商業大学にて製薬工学を専攻し勉学に励んでおりました。崔さんは以前より
大変日本に興味を持っていましたので、 日本に関するいろいろな話を聞き、日本の大学に留学したいと考え悩んでいたところ、 
薬学部の中で日本に留学した事のある先生がいることが分かり相談したところ、岡山大学薬学部を紹介され、大学３年生の
春に留学が決定したようです。日本に来る前に岡山の研究室にいる先輩と連絡が取れなく、迎えに来る人がいないという状況
で来日することになり、心配でたまらなかったようです。しかし、飛行機の中で隣の席にいた日本人夫婦の方が、崔さんの事情
を聴き学校の寮まで送って下さったようです。
　また、大学の研究室にはいってからも、何も知らない崔さんが実験を始めても、基本的なルールや操作が分からない為に、
非常に周りの皆さんに迷惑をかけてしまいましたが、先生や先輩が丁寧に教えて下さったということでした。先生に何回も同じ
質問をしても、熱心に指導し、時には厳しいときもありましたが、それがあったからこそ今の私があると思っていると言っておりま
した。
　崔 艶梅さんは米山記念奨学金を頂けたことに大変感謝し、そのおかげで大学での研究に没頭することができ、 「補骨脂
および呉茱萸メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に対する作用物質に関する研究」の博士論文により博士号を取得しました。更
に香川県の株式会社伏見製薬所に就職することも見事できました。
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今後の試合日程
　・日時：４月１９日㈬午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：住友林業
　・日時：４月３０日㈰午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：野球王

ガバナー補佐訪問クラブ協議会 幹事　末　吉　賢　多
　４月10日18時30分より、ホテルグランヴィア岡山において、国際ロータリー第２６
９０地区　第９グループガバナー補佐　岩本一壽様、ガバナー補佐随行者　堀
川辰也様をお迎えして、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催致しました。岩本
一壽様、堀川辰也様両名は当クラブ会員ではございますが、お二人より、クラブ
の現状・問題点を的確にご指示いただきました。参加しました岡本会長以下理
事・役員・部会委員長・入会３年未満の会員は、
残り３カ月目標達成に向け、努力していこうと考
えたクラブ協議会であったと思います。

④ 財団室NEWS４月号、米山記念館 館報Vol.29、春季例祭のご案内、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13：30より3F「エメラルドの間」において、「第５回被選理事役員会」が開催されますので、次
年度理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ 本日18：30より、3F「サファイアの間」において、「後期ガバナー補佐訪問クラブ協議会」を開催いたしますので、
理事・役員、委員長、部会長、入会１年未満の会員の皆様はよろしくお願いいたします。

⑦ 4月12日㈬18：30から歴史同好会定例会が「割烹津山」にて開催されます。参加予定の方は、ご出席お願い
致します。

「米山記念奨学生のカウンセラーを終えて」
米山記念奨学生について 川　西　熊　雄　会員
1岡山北西RCが創立以来お世話をした米山記念奨学生の紹介

2平成28年5月7日㈯12：00～15：30　会場 岡山国際交流センター
米山記念奨学生 オリエンテーション ・ 歓迎会
奨学生　新規奨学生 20名　継続奨学生 2名　合計22名
受入れ国及び学校
ア）中国 15名　イ）韓国５名　ウ）バングラデシュ １名　エ）ベトナム １名
ア）岡山大学 ９名　イ）岡山理科大学 １名　ウ）津山工業高校専門学校 １名
エ）鳥取大学 ３名　オ）鳥取県立大学 １名　カ）島根大学 ３名　キ）島根県立大学 ４名

平成29年2月26日㈰11：30～15：20　会場 米子全日空ホテル
　米山記念奨学生歓送会 第12回米山学友総会
3米山奨学生のカウンセラーQ&A（1～37項目）
ア）最初の例会で何をするか
イ）自宅に招いた方が良いか
ウ）奨学生とどのように接するか
エ）プライバシーの保護とは
オ）ハラスメントの注意点

　　奨学生レポートとカウンセラー所見書を２回提出
4崔  艶梅さんについて
岡山国際交流センターで初めて紹介されて挨拶
　崔さんは中国黒竜江省の生まれで、ハルピン商業大学にて製薬工学を専攻し勉学に励んでおりました。崔さんは以前より
大変日本に興味を持っていましたので、 日本に関するいろいろな話を聞き、日本の大学に留学したいと考え悩んでいたところ、 
薬学部の中で日本に留学した事のある先生がいることが分かり相談したところ、岡山大学薬学部を紹介され、大学３年生の
春に留学が決定したようです。日本に来る前に岡山の研究室にいる先輩と連絡が取れなく、迎えに来る人がいないという状況
で来日することになり、心配でたまらなかったようです。しかし、飛行機の中で隣の席にいた日本人夫婦の方が、崔さんの事情
を聴き学校の寮まで送って下さったようです。
　また、大学の研究室にはいってからも、何も知らない崔さんが実験を始めても、基本的なルールや操作が分からない為に、
非常に周りの皆さんに迷惑をかけてしまいましたが、先生や先輩が丁寧に教えて下さったということでした。先生に何回も同じ
質問をしても、熱心に指導し、時には厳しいときもありましたが、それがあったからこそ今の私があると思っていると言っておりま
した。
　崔 艶梅さんは米山記念奨学金を頂けたことに大変感謝し、そのおかげで大学での研究に没頭することができ、 「補骨脂
および呉茱萸メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に対する作用物質に関する研究」の博士論文により博士号を取得しました。更
に香川県の株式会社伏見製薬所に就職することも見事できました。

－２－

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム

 氏名 性別 国籍 支給期間 学校名称 カウンセラー
劉  書  延 （リョ スーエン） 女 台湾 1994.04.01-1996.03.31 岡山大学 岡村秀男
李  恩  周 （イ ウン ジュ） 女 韓国 1996.04.01-1998.03.31 岡山大学 丹治康浩
李  啓  焚 （イ ケイ ヒョン） 男 韓国 1998.04.01-2000.03.31 岡山大学 西山隆三郎
林  雪 （リン シェ チン） 女 台湾 2000.04.01-2002.03.31 ノートルダム清心女子大学 岩本一壽
ステパネンコ・イリーナ 女 ロシア連邦 2002.04.01-2003.03.31 岡山商科大学 三浦貴久子
黄  文 （コウ ブンキ） 女 台湾 2003.04.01-2005.03.31 ノートルダム清心女子大学 三浦貴久子
卓  明  泉 （タク メイ セン） 男 中国 2006.04.01-2007.06.30 岡山大学 木本克彦
艾爾肯 牙生 （アルキン ヤ セン） 男 中国 2008.04.01-2009.03.31 岡山大学 西山隆三郎
楊　 （ヨウ　ウ） 男 中国 2013.04.01-2015.03.31 岡山大学 岡本和夫
崔　艶梅 （サイ エンメイ） 女 中国 2016.04.01-2017.03.31 岡山大学 川西熊雄
王　珮珣 （オウ ハイシュン） 女 中国 2017.04.01-2018.03.31 岡山商科大学 堀川辰也

カ）宗教の違いに対する留意点
キ）宗教上の食事に制限があるとき
ク）留学生の医療について（病気·怪我等）医療補助について
ケ）社交辞令は通用しない
コ）奨学生へのプレゼント
サ）博士号を取得したら

女亭

王其

土于



出席の状況
会員数　55名（内出席免除　２名）　出席者数　44名　　欠席者数　11名
出席率　81.48％　　前々回訂正　79.63％　　　　
欠席者　原田，堀川，加戸，菊井，木本，小松原，大畑，竹本，槌田，山田，（渡辺）

ビ ジ タ ー　　〈岡山RC〉　貝畑　雅二  様
S . A . A . 　 　　

ロータリークラブ事務局  光石 ・ 中山様 ： 花見夜間例会には、お招きいただきありがとうございました。
岡本（和）会員 ： 花見夜間例会では、話の花ダンスの華が咲き楽しい時を過ごすことができました。皆さんありがと

うございました。
末吉会員 ： ・先月の花見夜間例会、岡本浩三委員長大変お世話になりました。

・本日、長女が高校に入学いたしました。スマイルします。
相原会員 ： 先日の花見夜間例会では、家内がお世話になりました。
横山会員 ： 花見夜間例会では家内に花束をいただき、ありがとうございました。大変喜んでいました。
氏房会員 ： ・花見夜間例会では、親睦委員の皆様お疲れ様でした。お陰様で楽しい時間を過ごすことが出来ました。

・IMと例会を欠席しましたのでスマイル致します。
川西会員 ： 結婚記念日の花束ありがとうございました。人生、谷あり山ありですが48年間頑張ってきました。
日笠（常）会員 ： 最近のニュース

・岡山弁護士会の仲裁センターの専門委員仲裁委員を拝命しました。
・長女がオーストラリアで英語研修を始めました。90%の自己満足と知りつつも送り出しました。
・家内、二女、三女と九州旅行に行ってきました。

花房会員 ： ・先日のIM体調不良の為、欠席しました。申し訳ありません。
・結婚記念日のお祝いの花束有難うございました。

西岡会員 ： 先週の花見夜間例会を欠席しましたのでスマイルします。
10件　31,000円（累計 1,077,000円）

会 長 報 告  会　長　岡　本　和　夫
母子の健康月間
　今月は、「母子の健康月間」であります。本日は月間に因んで２つのお話を紹介いたします。
一つ目はポリオの話題です。本日配布されましたガバナー月信にも、ガバナーがポリオ撲滅の現
状や課題を述べています。それに依りますと、2016年のポリオの症例数は37例で前年の半分に
こぎつけたが、ナイジェリアやパキスタンにおいてはなお深刻な状態で、内戦が影響しているということ。またロータ
リーはこのパキスタンにおいて、予防接種のための常駐所である「PTP」を資金面で援助しているということです。
　二つ目は、母子の健康に関するものです。1990年から2010年にかけて、5歳未満の子どもの死亡数は、世界全
体で1,200万人から760万人に減少。また、2012年の統計によると、一日に800人の女性が、妊娠や出産に関する
事柄で命を落としています。その死亡率は、都市部から離れた地域、貧困地域、教育の普及率の低い地域で特
に高くなっています。母子の健康を守るためには、出産時だけでなく出産前後の時期に、正しい知識とスキルを
もって対応する必要があり、ロ ータリアンは、母子の健康を長期的に改善するために、「5歳未満児の死亡率と罹
患率の削減、予防接種」「妊婦の死亡率と罹患率の削減」「地域社会での出産前・出産時のサポート」「母子の
健康に関連した仕事で活躍していくことを目指す専門職業人のための奨学金支援」などの活動を行っています。
いずれにしましても、真っ先に貧困や戦争の犠牲になるのは子どもたちであります。 平和な世界が望まれます。
　一方我が国では、医学·衛生の進歩により克服され過去の話になりましたが、あらたにこどもの貧困や虐待がク
ローズアップされています。

幹 事 報 告 幹　事　末　吉　賢　多
① 先週の花見夜間例会には会員、ご夫人の皆様にご参加いただきありがとうございました。
② ロータリーの友４月号、ガバナー月信Vol.10を配付しております。
③ 第３回IDMのご案内、「ロータリークラブ献血ウィークご協力のお願い」、IMの記念写真を配
付しております。

　崔  艶梅さんは岡山北西RCの最初の例会参加が平成28年5月9日㈪の第一例会で、当初は緊張もしておりましたがロータ
リーを理解しようと、会員と触れ合うことができるIDMや歴史同好会、そしてクリスマス例会等にも積極的にご参加いただきま
した。そして、崔さんより岡山北西RCに対し、最後の例会参加となった今年3月6日㈪にお礼の挨拶をして頂きました。
　私はカウンセラーとして、日本の文化や自然に触れる機会をと思い、足守にあります岡山済生会憩いの丘で開催されている
「ほたるまつり」と 「花火大会」にもお誘いしたのですが、残念なことに 「大学での研究があります」との理由で断られました。し
かし博士号の取得と就職が決まってからは私の家にも訪問して頂いたり、家族との食事にも出かけたりして親しくなることがで
きました。米山奨学生である崔 艶梅さんは平成29年3月6日㈪が最後の例会となり、米山奨学生のカウンセラーとしての1年間
でしたが、充分な役割が果すことができたかは分かりませんが、
お世話を終了することができました。崔   艶梅さんは、日本及
び日本人を理解しようと努力され、この度は中国にも事業所が
ある会社に就職ができ、これからも日本と中国の懸け橋となっ
て頑張って頂きたいと思っています。

社会奉仕委員会より 社会奉仕委員長　相　原　利　行
　前期に引き続き、本年度の社会奉仕活動として、４月17日から30日までを「ロータ
リークラブ献血ウイーク」とし、会員ご自身、または会員の皆さまのお知り合いや勤務
先の社員の方々に、献血のご協力をお願いしております。何卒ご協力をお願いいたし
ます。

ゴルフ同好会からのお知らせ ゴルフ同好会幹事　西　岡　貞　則
　第274回ゴルフコンペを下記の通り開催いたします。皆様のご参加お待ちしております。
⒈ 日　　時：平成29年５月25日㈭
　　　集合時間：午前８：00　　スタート：午前８：50　ＯＵＴスタート　キャディ・昼食付き
⒉ 場　　所：鷲羽ゴルフ倶楽部　倉敷市福江701
⒊ 競技方法：18ホールストロークプレイ（ローカルルール適用）

野球同好会からのお知らせ 野球同好会キャプテン　小　菅　英　司
　球春到来ということで４月５日㈬午後６時から９時、奥市グランドにて練習を行いました。今後
の試合日程をご案内いたします。皆さまお誘い合わせの上、ふるってご参加ください。
今後の試合日程
　・日時：４月１９日㈬午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：住友林業
　・日時：４月３０日㈰午後７時～　場所：奥市公園野球場　対戦チーム：野球王

ガバナー補佐訪問クラブ協議会 幹事　末　吉　賢　多
　４月10日18時30分より、ホテルグランヴィア岡山において、国際ロータリー第２６
９０地区　第９グループガバナー補佐　岩本一壽様、ガバナー補佐随行者　堀
川辰也様をお迎えして、ガバナー補佐訪問クラブ協議会を開催致しました。岩本
一壽様、堀川辰也様両名は当クラブ会員ではございますが、お二人より、クラブ
の現状・問題点を的確にご指示いただきました。参加しました岡本会長以下理
事・役員・部会委員長・入会３年未満の会員は、
残り３カ月目標達成に向け、努力していこうと考
えたクラブ協議会であったと思います。

④ 財団室NEWS４月号、米山記念館 館報Vol.29、春季例祭のご案内、他クラブ週報を回覧いたします。
⑤ 本日例会終了後13：30より3F「エメラルドの間」において、「第５回被選理事役員会」が開催されますので、次
年度理事・役員の皆様はご出席ください。

⑥ 本日18：30より、3F「サファイアの間」において、「後期ガバナー補佐訪問クラブ協議会」を開催いたしますので、
理事・役員、委員長、部会長、入会１年未満の会員の皆様はよろしくお願いいたします。

⑦ 4月12日㈬18：30から歴史同好会定例会が「割烹津山」にて開催されます。参加予定の方は、ご出席お願い
致します。

「米山記念奨学生のカウンセラーを終えて」
米山記念奨学生について 川　西　熊　雄　会員
1岡山北西RCが創立以来お世話をした米山記念奨学生の紹介

2平成28年5月7日㈯12：00～15：30　会場 岡山国際交流センター
米山記念奨学生 オリエンテーション ・ 歓迎会
奨学生　新規奨学生 20名　継続奨学生 2名　合計22名
受入れ国及び学校
ア）中国 15名　イ）韓国５名　ウ）バングラデシュ １名　エ）ベトナム １名
ア）岡山大学 ９名　イ）岡山理科大学 １名　ウ）津山工業高校専門学校 １名
エ）鳥取大学 ３名　オ）鳥取県立大学 １名　カ）島根大学 ３名　キ）島根県立大学 ４名

平成29年2月26日㈰11：30～15：20　会場 米子全日空ホテル
　米山記念奨学生歓送会 第12回米山学友総会
3米山奨学生のカウンセラーQ&A（1～37項目）
ア）最初の例会で何をするか
イ）自宅に招いた方が良いか
ウ）奨学生とどのように接するか
エ）プライバシーの保護とは
オ）ハラスメントの注意点

　　奨学生レポートとカウンセラー所見書を２回提出
4崔  艶梅さんについて
岡山国際交流センターで初めて紹介されて挨拶
　崔さんは中国黒竜江省の生まれで、ハルピン商業大学にて製薬工学を専攻し勉学に励んでおりました。崔さんは以前より
大変日本に興味を持っていましたので、 日本に関するいろいろな話を聞き、日本の大学に留学したいと考え悩んでいたところ、 
薬学部の中で日本に留学した事のある先生がいることが分かり相談したところ、岡山大学薬学部を紹介され、大学３年生の
春に留学が決定したようです。日本に来る前に岡山の研究室にいる先輩と連絡が取れなく、迎えに来る人がいないという状況
で来日することになり、心配でたまらなかったようです。しかし、飛行機の中で隣の席にいた日本人夫婦の方が、崔さんの事情
を聴き学校の寮まで送って下さったようです。
　また、大学の研究室にはいってからも、何も知らない崔さんが実験を始めても、基本的なルールや操作が分からない為に、
非常に周りの皆さんに迷惑をかけてしまいましたが、先生や先輩が丁寧に教えて下さったということでした。先生に何回も同じ
質問をしても、熱心に指導し、時には厳しいときもありましたが、それがあったからこそ今の私があると思っていると言っておりま
した。
　崔 艶梅さんは米山記念奨学金を頂けたことに大変感謝し、そのおかげで大学での研究に没頭することができ、 「補骨脂
および呉茱萸メチシリン耐性黄色ブドウ球菌に対する作用物質に関する研究」の博士論文により博士号を取得しました。更
に香川県の株式会社伏見製薬所に就職することも見事できました。

－３－

本日のメニュー（４月17日）　
グリーンピースのムース　シーフードのマリネ添え
美星三元豚珍甘のロースト　マスタードをきかせたセロリラブのピュレ
ココナッツのムースと苺のグラニテ　ライムの香り　　　コーヒー　　　パンとバター

次回のメニュー（４月24日（ヘルシーメニュー））　
魚介類と野菜の煮込み　　　新玉葱とオクラのサラダ　　　
マチュドニアと白い苺のアイスクリーム　　　コーヒー　　　パンとバター

　　会報部会／日笠伸之・原　全伸・小菅英司

クラブ情報クラブ情報クラブ情報クラブ情報

例会情報例会情報例会情報例会情報


