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本日のプログラム
　「イニシエーションスピーチ」
　大塚　学 会員，横田　亮 会員

▶12月18日のプログラム
　「点字ブロックについて」
 社会福祉法人 岡山県視覚障害者協会 理事　竹内昌彦 様

「A�BIT�FROM�A�SMALL�WONDER」
（小さな奇跡から少し…）

rukmali athurupana
2014-2015年度米山記念奨学生

アトゥルパナ，ガラバダ ラララケ ルクマリ ルワンティカ 様

12月4日のプログラム

　　Sri Lanka is an island in the Indian Ocean located close to the southern tip of 
India. In ancient times, it was known in different names such as Ceylon, Serandib, 
Taprobane or Hela diwa. Sri Lanka has a long history of over 3000 years and it 
has been a center of the Buddhist religion and culture. SL is mainly a Buddhist 
country having a majority of 73% Buddhists but we also have Hindu, Christian 
and Islamic minorities. Capital of the country is the Sri Jayawardanapura Kotte. 
Both size and population is roughly 1/6 th of Japan. Our staple food is rice; 
generally eat with curry made with coconut milk and spices. Sri Lankans have a 
unique dress code called ‘osari’. The most famous sport is cricket. SL is famous 
for the production and export of tea, gemstone, coconut, rubber, garments and spices. Temple of the tooth, 
Adams peak, Seegiriya, Pinnawala Elephant Orphangae and wild national parks are to name some of the 
famous tourist spots. Connection between SL and Japan began from Buddhist roots when Japanese monks 
travel to SL to learn early Buddhist scripts during Meiji ? era. Since we both faced a war in the history, 
we could feel each other’s heart and helped each other when needed.
　　I was interested about Japan after watching ‘Oshin’ teledrama. I enjoyed life in Japan and I join 
exchange events such as English events in schools, home stay and Uraja whenever possible. I am studying 
under Prof. Hiroaki Funahashi and my research is on cryopreservation of boar spermatozoa. I evaluate the 
effect of trehalose as a substitute and the effect of different thawing rates on post-thaw survival of boar 
spermatozoa. When considering all the parameters, better results were observed when boar spermatozoa 
were cryopreserved in 100 mM trehalose and thawed 8 sec in 700 C followed by 52 sec in 390 C. 

　スリランカはインド洋上でインドの南端に近いところに位置する島国です。昔は，セイロン，セレン
ディップ，タップロボーン，あるいはヘラディワという風に今とは違う名前で知られていました。スリラ
ンカは3000年を超える長い歴史を持ち，仏教と仏教文化の中心であり続けています。スリランカは国民の



73％が仏教徒であるように主として仏教国ですが，ヒンズー教徒，キリスト教徒，イスラム教徒も少数な
がら存在します。首都はスリジャヤワルダナプラコッテです。人口と国土面積は日本の約６分の１です。
主食はお米で，ココナッツミルクと香辛料から作ったカレーと共に食べます。スリランカには「オサリー

（サリー）」と呼ばれる特殊な正装があります。有名なスポーツはクリケットです。スリランカは，紅茶，
宝石，ココナッツ，ゴム，衣料品，香辛料の産地および輸出国として有名です。佛歯寺，アダムスピーク，
シギリア，ピナワラの象の孤児園，国立自然公園が有名な観光地です。スリランカと日本の関係は明治時
代に日本の僧が初期の仏典を学ぶためにスリランカに旅したことが始まりとされています。私たちはどち
らも歴史の上で戦争に直面したことから，お互いにその気持ちを感じ，必要なときに助け合えることがで
きると思います。
　私は，テレビドラマで ｢ おしん ｣ を見てから日本に興味を抱きました。私は，日本の生活を楽しんでい
ますし，可能な限り，小中学校における英語イベントのような国際交流行事や，ホームステイ，また「う
らじゃ」に参加しています。
　私は，舟橋弘晃教授の指導のもとに研究をしていますが，それはブタ精子の冷凍保存に関する研究です。
トレハロースという糖の代替品としての効果および解凍後のブタ精子の生存率における様々な解凍率の効
果を評価しています。各種要因を考慮すると，100ミリモルのトレハロースで冷凍保存し，まず70℃で８秒
間解凍した後に39℃で52秒解凍したときにより良い結果が観察されました。
 （翻訳：カウンセラー・米山記念奨学委員会副委員長　齋藤信也）

例会報告（12/4）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者18名）
　出席者　75名（内出席免除者出席13名）
　出席率　83.33％（前々回訂正後出席率90.32％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さん，こんにちは！　今年も余すところ一か月となってしまいました。どうか健康にはくれぐれも留
意されまして，無事，年の瀬を締めくくっていただければと存じます。
　明日12月5日には，西日本最大級の商業施設であります「イオンモール岡山」がグランドオープンしま
す。“総合スーパー「イオン」を核として356店の専門店が入り，年間2,000万人の集客を目指す”と聞いてい
ますが，年間2,000万人と申しますと，毎日５万６千人のお客が利用するということになり，更に土曜，日
曜にはその何倍ものお客が集中するわけでございまして，交通対策には大変な状況が予測されそうであり
ます。どうか大型ショッピングセンターというだけでなく，岡山における文化，情報の交流拠点でもあっ
ていただきたいと思っています。
　先週はまた，新入会員歓迎会には大勢の出席をいただきありがとうございました。坪井会員，大塚会員，
それに横田会員には，これからは先輩諸兄と親睦を深めていただき，明るく楽しいロータリーライフを
送っていただきたいと願っております。お互いにフレンドリーな仲であり続けましょう。
　今月はまた「家族月間」となっております。クラブ内におきましても，行く年くる年の「年末家族特別
例会」と「新年特別例会」の双方の段取りで，親睦活動委員会の皆さんには大変なご苦労をおかけしてお
ります。何分ともどうかよろしくお願いいたします。
　年末，年始の親睦行事には，会員全員のご出席をいただきますよう，よろしくお願いいたします。
　また後程，井上青少年奉仕委員長からお話をいただけると思いますが，今週の土曜日には，宇野小学校
の子ども達と「点字ブロック啓蒙活動」の一環として，障害物の撤去作業について，一時間ばかりの奉仕
活動のご案内を申し上げております。メークアップ対象の行事でもございますので，お一人でも多くの会
員の皆さんのご出席をよろしくお願いいたします。

お 食 事
チキンカツカレー，サラダ，コーヒー



幹事報告
１．赤磐ロータリークラブより，『21世紀を生きる力に  孫からの手紙，未来への手紙』（創立20周年記念

誌として）が届きましたので回覧いたします。
２．昨日６RC 幹事会が開催されましたので，出席してまいりました。
３．岡山北西 RC 主催により，12月21日（日）９：30〜16：00  さん太ホールにて，「第１回 高校生による

岡山の歴史・文化研究フォーラム」が開催されます。ご案内を回覧いたしますので，ご覧下さい。
４．他クラブ週報を回覧しますので，ご覧ください。

　 第６回理事・役員会報告 
１．ベトナムの恵まれない児童・生徒に対して奨学資金を提供する事業変更について，承認されま

した。
２．職業分類の新設について，承認されました。
３．新入会員（花岡正敬様）選挙について，承認されました。選挙に入ります。
４．優良企業事業所訪問の報告について，承認されました。
５．親睦旅行の報告について，承認されました。
６．新入会員歓迎会の報告について，承認されました。
７．新年特別例会について，承認されました。
８．第44回少年はだか祭りへの協賛及び宝筒厨子奉納について，承認されました。

ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団より，本德義明会長にベネ
ファクターの認証状と記章が届いております。（石
井直前会長より伝達）

奨学金の授与
　米山記念奨学生ルクマリさんに，本德会長より
12月の奨学金が授与されました。

委員会報告
●親睦活動委員会　貝原明宏 委員長
　12月25日（木）の年末家族特別例会のご家族を含む出席は224名となりました。来週から集金を行いますの
でよろしくお願いいたします。

●青少年奉仕委員長　井上和宣 委員長
　12月６日（土）に「点字ブロック啓蒙プロジェクト」障害物撤去活動を行いますので，多数のご参加をお
願いいたします。午前10時30分クレド前広場集合，11時30分まで県庁通りで実施。

お祝い行事
会員誕生日　　　横手，坪井（二），舟橋，山本，丹羽，大河原，阿部，眞殿
会員夫人誕生日　北村，藤原（徹），黒住，村松，大澤，井上（英），世戸
結婚記念日　　　横手，坪井（俊），大橋，世戸，冨山



●スマイル●
坪井（俊） 今回の結婚記念日で60周年を迎えます。60年とは，長いようで短いようで…。気が付い

てみたら，夫婦とは水や空気の様な物で，なければ困るのに，それになかなか気付けな
いものでした。これからの人生，１日１日を精一杯，夫婦共に生きてまいります。

石井 「輪影」の撮影旅行では武幹事をはじめ皆様に大変お世話になりました。私の年度の年報
の発行も無事終了し，会報委員会の慰労会を昨日させていただきました。これで私の年
度の行事はすべて終了いたしました。これからは隠居生活に入ります。

本德 本日はルクマリさんの研究成果についてのお話をいただきます。特にタイトルの「小さ
な奇跡から少し…」とは，どんな意味あいでしょうネ！　楽しみにしています。

安藤 写友「輪影」日吉神社撮影旅行では，武会員にお世話になりました。三垣会員，内山淳
会員，登山におつきあい下さり，ありがとうございました。

髙山 ①11月29日・30日，コンベックス大展示場にて，第３回はしご市を開催。4,000名を超え
る来場がありました。　②タウン情報岡山12月号に大きな写真が載りました。

世良 S.A.A. に協力します。
赤松 ①本日も皆様には，ご出席ありがとう存じます。　②先日は，撮影旅行で武さん，安藤さ

んはじめ，皆様にはお世話になりました。
森元 ①北村さん，ホールインワンの記念品ありがとうございました。　②米山特別寄附へのご

協力ありがとうございました。
山田 「輪影」の撮影旅行，大いに楽しみました。美味しいソバも味わいました。武さんに大変

お世話になりました。
北村 家内の誕生日に美しい花をありがとうございました。思い出して，すぐに買い物に行き

ました。
武 写友「輪影」の撮影旅行，秋晴れのもと17名で行ってきました。紅葉は残念でしたが…。
木村 「東風の会」で３位に入賞しました。お世話いただきました皆様，ありがとうございまし

た。
菅野 日吉大社撮影旅行，参加できなくて申し訳ございません。武会員ありがとうございまし

た。
山下（和） 点字ブロック贈呈の会長メッセージを渡しに，小学校20校に遅ればせながら廻っており

ます。私事ですが，鳥取の会社の増築も終わり，来年から増産体制を敷きがんばります。
感謝，感謝。

横手 本德会長，誕生日祝い，結婚記念日祝い，ありがとうございました。
友野 石井直前会長，昨日は前年度会報委員会の慰労会で大変ご馳走になり，ありがとうござ

いました。
浦上 昨年度会報委員会の慰労会を昨日「山留」で開いていただき，石井直前会長にお世話に

なりました。ありがとうございます。
浮田 知人が日名先生にお世話になり，大変喜んでおりました。ありがとうございました。
内山（淳） ①石井直前会長，前年度会報委員会の慰労会を開催していただき，ありがとうございま

した。　②写友「輪影」の撮影旅行では大変お世話になりました。
冨山 点字ブロックの DVD の配布にご同行いただいた方，お世話になりました。６日の自転車

撤去活動もよろしくお願いいたします。
坪井（二） 先日の新入会員歓迎会，誠にありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願い

します。
大塚 先日の新入会員歓迎会はありがとうございました。おかげさまで気持ちよくカラオケを

歌うことができました。
三垣 写友「輪影」の旅行では，大変お世話になりました。
 23件　131,000円
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前年度会報委員会打ち上げ慰労会（12/3）

　12月３日（水）18時30分より「山留」にて，石井
直前会長招待の前年度会報委員会の打ち上げ慰労
会に舟橋直前幹事，内山（淳）委員長，友野副委員
長，山田委員，浦上委員が参加して開催されまし
た。石井直前会長から「年報の配布をもって私の
年度の事業が全て終了しました。委員会の皆様に
は長い間お世話になりました」と慰労の言葉をい
ただきました。週報・年報では，会長，幹事，理
事役員，委員長の皆様をはじめ，会員の皆様には
大変お世話になり，ありがとうございました。

写友「輪影」忘年会（12/8）

　12月８日（月）18：30より恒例の忘年会が，顧問の津嶋先生，鳥居・砂山両夫人，新入会の横田亮会員を
含む25名の写友メンバーが出席して，山田会員の「山留」で賑やかに開かれました。砂山写友「輪影」会
長の挨拶のあと，津嶋先生から春の写友「輪影」展の講評と秀作発表があり，藤原唯朗会員の「紅梅」に
津嶋賞が贈られると共に，良い作品の撮り方として長目のレンズ使用と空部分はほんの少しなどのコツを
教えてもらいました。
　宴会は，本德会長からのご厚志や砂山写友会長からの高級ワインの差入れ，「山留」自慢の鴨すきなどの
おいしい料理に舌鼓をうち，又，ビンゴゲームなどして楽しいひとときを過ごしました。
　お世話になった山田会員・奥様に心から御礼申し上げます。

「点字ブロック啓蒙プロジェクト」障害物撤去活動（12/6）

　岡山東 RC 会員20名と，最初に展示ブロック関連教材を贈呈した岡山市立宇野小学校児童８名（１年〜３
年生），引率者２名の計30名で撤去活動を行いました。10時半にクレド広場に集合，本德会長の挨拶の後，
会員２名児童１名の班に別れ開始しました。山陽放送の取材も同時進行で進められました。表町商店街か
らイオンまでの県庁通りを中心に行いましたが，岡山イオンオープンも重なり通行者も少なく，また朝の
時間帯ということもあり，日常垣間見るような点字ブロック上の自転車などの障害物は少なく感じました。
児童たちは，教材の DVD や体験歩行用の点字ブロックでの学習経験もあり，積極的に撤去活動を行いまし
た。11時20分に再度クレド広場に集合した後，RSR ラジオの生放送に５分間出演，本德会長や参加した児
童たちも活動についてラジオ取材を受けました。参加いただいた会員の皆様に心から感謝申し上げます。
 ［文章提供：井上和宣 青少年奉仕委員長］



真冬のような寒さの中，障害物除去活動に協力した宇野小学校の児童たちと一緒に記念写真

宇野小学校の児童たちも一緒に協力

寒風の吹く中，点字ブロック上に置かれた自転車の除去（整理）作業

本德会長の撤去作業開始挨拶

RSK ラジオ放送の生番組で取材を受ける本德会長と井上委員長

迷惑自転車の除去（整理）に向かう会員と児童たち


