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“Be a gift to the world”
K.R.“ラビ”ラビンドラン RI 会長
点鐘
ソング

手に手つないで

〔会長挨拶〕松崎

東日本大震災南相馬市復興支援
コンサート 久喜総合文化会館
4 月 3 日（日）18：00 開場

四つのテスト唱和

宏会長
皆さんこんにちは、最近春が近づいてきたからか雨が多く続いています。ここ数年
雨による災害が増えているなか、市街地では盛土の高さが制限され、場所によっては
少しの雨でも床下まで水が上がってしまうことがあります。現在進められている利根
川のスーパー堤防ですが、土手の高さは変わらず幅を拡張する工事です。今後は予想

も付かない雨が降ると思います。利根川上流そして平野部の地域でも４００ｍｍ～５００ｍｍの雨が降
ったならば利根川や下流の川では堤防を超え、栗橋・鷲宮・久喜地域は７０％くらいの地域が水害に見
まわれることでしょう。あの東日本大震災から５年を前に地震のみならず、水害など想定される災害を
考え、自分の屋敷や命、そして家族を守ることを今一度振り返る必要があるのではと思いました。いつ
来るか分からない災害に備えましょう。
〔お客様紹介〕倉持政宏副会長
米山奨学生
〔卓話〕藍

藍

立明（ラン リツメイ）様 中国山東省青島 日本工業大学大学院 機械システム工学

立明（ラン リツメイ）様
米山奨学生卓話と題しまして，久喜菖蒲ロータリークラブ奨学生藍立明が発表さ
せていただきます。よろしくお願いたします。
まず自己紹介です。 私は藍立明と申します。
中国山東省青島市から参りました。 家族につい
ては、父、母、姉、自分です。 趣味についてで
すが、私はお宅なのでアニメと漫画が好きです。
そして運動の方は卓球が大好きです。

私は、今は久喜菖蒲ロータリークラブに所属しています。久喜菖蒲
ロータリークラブは昭和 48 年に創立しました。 今、会員は 50 人です。
今年の会長は松崎宏会長です。私のカウンセラーは進藤和夫さんです。
私は、現在日本工業大学機械システム専攻機械加工研究室修士 2 年です。
去年群馬県にゼミ旅行の時、研究室内部の卓球大会を行い、先生を含めて全員を倒しました。
今回、日本品質工学学会の学生賞をいただきました。

今、研究していることを説明します 。
現在，日本の電力電源は 90%が火力
発電に依存しています。そこで，発
電コストの低減と言う要望がありま
す。石炭火力発電などで用いる大型
ミルは定期的な補修が必要なためを
コストがかかります。そのため，大
型ミルやテーブルライナの長寿命化
目指して、現地での硬化肉盛溶接補
修が期待されています。
そこで，私の研究は大型竪型ミル
などの補修に用いる硬化肉盛り溶接
材料の機能である肉盛り溶接性を評
価する新技術の開発です。
この研究は日本の発電の消耗料金を下げることが出来、日本の電力も少し守れます。
母国の紹介です 。
フルーネームは中華人民共和国（ちゅうかじんみんきょうわこく）、 首都は北京、面積は 960 万平方
キロメートル、56 の民族、人口は 13 億 5 千万です 。
中国は色々な観光スポットがあります。例えば

北京の万里の長城・故宫(こきゅう)・山東省の泰山・

浙江省(せっこうしょう）の西湖・ 貴州省（きしゅうしょう）の黄果樹滝(こうかじゅたき）
・ 西蔵（せ
いぞう）のポタラ宮・ 四川省の九寨溝（きゅうさいこう）などです。
私のふるさとは中国山東省青島市です。人口は 904.62 万 面積は 11282 平方（へいほう）キロメー
トル。 青島市は山東半島の南東部にあり、青い海、緑の木々、赤煉瓦の街並み。自然と融和した近代
都市です。ここが中国とは思えないほどの西洋的な雰囲気に包まれています。国際貿易都市として、中
国屈指のリゾートエリアです。
青島と言えば、青島ビールを思い出します、青島ビールは中国で最も古いビールの一つです。そして、
青島では毎年 8 月第 2 週に青島国際ビール祭が開催されており、文化イベントなど様々な催しが行われ
ます。
青島も色々な観光スポットがあります。桟橋（さんばし）青島ビールのロゴにも使用されている、八
角二層の監視台（1891 年建造）のある青島の象徴です。嶗山（ろうざん）青島郊外にある景勝地。秦の
始皇帝、前漢の武帝、斉の景公などともゆかりが深い、道教の聖地とされている。奇岩、巨岩、洞窟が
点在する土地で、ここで採取される水も有名です。
五四広場（ごしひろぱ）の名前は、五四運動を記念して名づけられました。最も有名な彫塑は「5 月
の風」で、海を埋め立てた広場の中心にある。五四広場の周りの海面は北京オリンピックのヨットレー
スの競技場になりました。
私は、日本にやって来たのは６年前のことです。中国にいた時、学校で日本語を勉強しました。そし
て日本のアニメから、日本語も勉強できますが、日本人と会話する機会がなかなかありませんでしたの
で、初めて日本にきたときは大変でした。そして日本に留学に来て、一人で住み、自分で買い物し、料
理を作り、毎日の生活は自分でちゃんと計画を立てなければなりません。
この留学のおかげで、今の私は中国にいたときより自立力と計画性を持つようになりました。日本に
きた後、日本の文化とか、経済とか、社会にふれ、人々の風俗習慣など少しずつ理解するようになりま

した。
そして、様々な所にいきました。私はお宅ですから、秋葉原は同然です、ディズニーランド、東京タ
ワー、浅草寺など行ったことあります。 もちろん、おいしい食べ物もいっぱい食べました。だから、
太ってしまいました。
米山奨学生になって、毎月 14 万円の奨学金を頂いて、私 にとって、学業と生活に対して、支えてく
れる大きな力になっています。
そしてロータリアンの皆様からも多くのご支援を頂き、感謝を申し上げます。
こちらの写真は久喜菖蒲クラブ夜間例会に撮った写真、おいしい食べ物を
めっちゃ食べました。
これは献血例会のときに撮った写真です。

これは井原カバナー公式訪問例会の時の
写真です。

将来の目標はまずはいっぱい知識身に着けて卒業します。
母国と世界を結ぶ懸け橋となって活躍します。
ロータリアンのように優秀な若者を支援します。
最後に今後ともロータリークラブの皆様のご支援を宜しくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました。
米山奨学委員会

伴光治委員長

藍君卓話ありがとうございました。来週の親睦旅行（米山梅吉記念会館他）に参加して頂
きます。そのあと、今月 2 回例会がありますので出席して頂けたらと思います。
先週お願い致しました「ワンコイン募金」今日で終わりにしますのでよろしくお願い致し
ます。
〔幹事報告〕進藤和夫

幹事

＊ 2016 年地区研修・協議会のご案内：４月１９日（火）越ケ谷コミュニティセンター
登録

9：00 点鐘

9：30

次年度各部委員長

＊蓮田ＲＣ創立４５周年記念チャリティゴルフ大会のご案内
５月 11 日（水）
登録料

鴻巣カントリークラブ
一人 8,000 円

9：06 スタート

（２組の登録お願い）

＊次回例会 17 日（木）：16 日（水）～17 日(木) 親睦旅行 伊豆方面（米山記念館）
24 日（木）：会員卓話

野原宏会員

31 日（木）：そば例会

緑風館

「私の趣味」

〔スマイル報告〕

福田喜美夫 SAA 副委員長

☆お店のオープンにお祝いありがとうございました：松永元彦
☆本日もよろしく：尾崎敏彦・正倉勝治・野口はやみ・松崎宏
☆藍君よろしく：伴光治

（敬称略・順不同）
本日の合計
累 計

〔出席報告〕

出席委員会

新井

本日出欠

￥２１，０００
￥１，１７１，５００

博委員長

定 員
50

免 除
11

出 席
25

M

U
4

欠 席
10

出席率
74.35％

点鐘

東日本大震災復興支援チャリティコンサート
4 月 3 日（日）

久喜総合文化会館

開場 18：00 開演 18：30

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発生後、多くの皆様のご協力を得まして、復興支援活動を行ってきて
おります。本年度も同様、コンサートを開催致しますので、主旨をご理解の上、是非おひとりでも多く
の皆様に会場にお越しいただきますよう、ご尽力ください。よろしくお願い申し上げます。
当日のご来賓は、RI 第２５３０地区ガバナー
久喜市長

田中暄二様

酒井善盛様 (南相馬ロータリークラブ)

です。

