
第 1975 回例会 

10 月 9 日 №13 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

米山奨学生 

当クラブで 2回目の卓話になりますが、やは 

     り少し緊張しております。宜しくお願いします。 

      前回の卓話では、私の出身地である中国・大    

連と、日本への留学の経緯などを中心にお話さ 

せて頂きましたので、本日は大学での研究テー 

マを主にお話させて頂きます。 

     ＜自己紹介＞ 

     ・2005年 4月に来日 

・明徳義塾高校 日本語コースに留学 

     ・麗澤大学 経営学科に進学 

     ・麗澤大学大学院 経営学専攻 

       修士論文「コンビニエンスストア業界分析」 

     ・株式会社 三協に入社 

（港湾物流会社、輸入業務を担当） 

 

 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

張 珣 

・2016 年、麻布大学大学院に入学 

博士後期課程 動物応用科学専攻 

＜米山記念奨学金との出会い－感謝＞ 

・学費、生活費に活用 

・カコトリミングスクールにも入学 

・新しい友達との出会い 

（米山奨学生や米山学友など） 

・同じ「夢を追う、夢を叶う」人達との出会い 

・人との繋がり 

（公財）日本補助犬協会所長の朴氏など 

＜私の一日のスケジュール＞ 

・昼間は麻布大学にて論文作成 

・夕方からカコトリミングスクールで研修 

・夜は自宅で実験のビデオ観察 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



  
 
    ＜論文テーマ「盲導犬候補犬における行動特性と 

     育成成功率との関係に関する研究＞ 

    ○盲導犬になるまでの紹介 

    ・生後 2か月までは、母犬や兄弟犬たちと一緒に 

     訓練センターで過ごす。 

    ・生後 2か月～1才までの 10か月間は、「パピー 

     ウォーカー」と呼ばれるボランティアの家庭で 

     愛情に包まれながら育つ。 

    ・1才を過ぎると、いよいよ盲導犬になるために 

訓練センターに戻る。 

→段差や角を教える。さまざまな障害物の回避。 

交通訓練。駅やエスカレーターでの訓練など。 

     

○世界の盲導犬の現状 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中国と日本の視覚障害者と盲導犬の比較 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○論文構成について 

第 1章：パッシプテストのスコアと育成成功率と 

    の関係－投稿し、審査中 

第 2章：パピーテストのスコアと育成成功率との 

    関係－ポスター発表 

第 3章：偏側性と育成成功率との関係－ポスター発表 

第 4章：新奇刺激テストと育成成功率との関係 

第 5章：総合考察 

 

○実験について 

 全ての実験は中国盲導犬・大連訓練センター 

 にて実施。 

・2016 年 4月 21日～5月 13日 

     8月 24日～9月 27日 

    12月 14日～1月 29日  全 3回 

・2017 年 2月 22日～3月 30日 

     6月  5日～6月 21日 

        10月 25日～11月 10日  

    12月 12日～ 1月 6日  全 4回 

・2018 年 5月 7日～ 5月 25日   

※論文のポスター発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

○第一章 パッシブテスト（MPT）結果＆考察 

・盲導犬に合格したイヌと、不合格のイヌの活動

レベル解析 

・盲導犬に合格したイヌと、不合格のイヌの愛着

度解析 

・心拍変化反応解析 

・イヌの休息時の心拍数に関連する解析 

○第二章 パピーテスト 

①新しい環境及び人に対する反応 

②社会生活に対する興味 

③人への追従性 

④束縛された時の支配性 

⑤ストレス負荷後の人への接近 

⑥社会生活における支配性 

⑦突発音に対する反応 

⑧動くタオルに対する反応 

⑨動くキツネの尻尾（おもちゃ）に対する反応 

⑩突然開く、傘に対する反応 

○第三章 偏側性テスト 

 坂を上り、階段を降りる順で 50回。候補犬を 

 坂や階段の手前に一旦停止させ、前肢を揃えて 

 から歩かせる。先に出した前肢をカウント。 

○第四章 新奇刺激テスト 

 大きな音を出しながら、動いているゴースト 

（実験者）に対する反応 

○これからの計画 

・博士号取得に向けて、頑張る。 

・帰国後は、大連盲導犬訓練協会へ。 

・日本と中国の架け橋になりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日 10 月 9 日は「散歩の日」だそうです。こ 

れは「て（10）く（9）てく歩く」との語呂に因 

んで、東京渋谷商工会議所のシブヤ散歩会議が渋 

谷の魅力を PR するために制定しました。また、 

国木田独歩の住まいが渋谷にあり、そこで書かれ 

出版された小説「武蔵野」にも「散歩」という言 

葉が登場する事にも因んでいるそうです。 

また、語呂に因んだ所では「トラックの日」「塾 

の日」「道具の日」「東急の日」「土偶の日」など、 

沢山の記念日のある日です。 

さて、先週 10 月 4 日に開催されました韓国・ 

龍仁 RC40 周年記念式典に出席して参りました。 

現地ソウルへは 3 日に入り、式典当日 4 日の午前 

中は、ソウルの街を一望できる展望台、朝鮮李王 

朝初代国王・李成桂（イソング）が創建した正宮 

「景福宮（ｷｮﾝﾎﾞｯｸﾝ）」を観光して、午後 3 時に 

いよいよ会場である「陽智（ヤンギ）パインリゾ 

ート」へ向けてホテルを出発しました。 

会場へは、ソウルよりバスで高速道路を 1時間 

30分弱走り、約 1時間前には到着しました。18時 

の開会・点鐘まで、龍仁 RCの皆さんと再会を喜び 

合い、とても楽しい時間を持つ事が出来ました。 

お互いに遠く離れた所に生活し、言葉もあまり 

通じないのですが、一瞬で旧知の仲になれるのは、 

海外のクラブを訪問した時の醍醐味であります。 

 本日は先週もお話しましたが、10月は「米山月 

間」で、皆様もご存知の米山奨学生 張珣さんを 

迎えて、ゲスト卓話をして頂きます。（裏ページへ） 

 



 

 

私も楽しみにしておりましたので、張さん、よろ 

しくお願い致します。 

結びになりますが、今週末 10月 13、14日（土・

日）は、2018～2019 年度の地区大会となります。

多数の皆さんの出席をお願いしまして、本日の会

長の時間とさせて頂きます。 

 

 

 

    ●早川会長、佐々木幹事 

    ①本日、ご夫人誕生日祝の伊倉会員、中村会員、 

小崎会員、おめでとうございます！  

②本日の卓話、張さん、宜しくお願いします。 

③龍仁 RC40 周年式典にご出席された皆様、お疲

れ様でした。 

●中村 勝彦会員 

①妻の誕生日のお祝、ありがとうございます。 

②張さん、卓話楽しみにしています。 

●伊倉 正光会員 

①張さん「米山月間」の卓話宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝、ありがとうございます。 

●小崎 直利会員 

①妻の誕生日お祝、ありがとうございます。 

②張さん、卓話宜しくお願いします。楽しみです。 

●川合 貞義会員 

 韓国壮行会をしていただき、無事帰国しました。 

 ありがとうございました。また同行して下さい 

 ました皆様に、大変お世話になりました。お蔭 

様で楽しい三日間でした。感謝です。 

●中里 和男会員 

ご夫人誕生日祝の伊倉さん、中村さん、小崎さ 

ん、おめでとうございます。 

●横溝 志華会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうございます。 

②張さん、卓話楽しみにしています。 

●藤原 利夫会員 

①米山奨学生の張さん、ようこそ。卓話よろしく 

 お願いします。 

②ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

 

 

 

●小野 孝会員 

①龍仁ロータリークラブに行かれた方々、ご苦労 

さんでした。 

②ご夫人誕生日祝の伊倉さん、中村さん、小崎さ 

ん、おめでとうございます。 

●阿部 毅会員 

①張さん、ようこそ！お元気そうですね。今日の 

卓話楽しみに。 

②池之上公共イメージ委員長、一カ月が早いです 

ね。本日は宜しく。 

③本日ご夫人誕生日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

●池之上 和哉会員 

①ご夫人誕生日祝の皆様おめでとうございます。 

②張さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

③韓国へ行かれた皆様、お疲れ様でした。 

●藤本 恵介会員 

①今月のご夫人誕生日の伊倉会員、中村会員、小 

崎会員、おめでとうございます。 

②張さん、卓話宜しくお願い致します。 

●阪西 貴子会員 

①本日お祝の皆様、おめでとうございます。 

②卓話の張さん、本日は宜しくお願い致します。 

楽しみです！ 

●田後 隆二会員 

①張さん、卓話よろしくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝を受けられる皆様、おめでとう 

 ございます。 

●㝡住 悦子会員 

①10月奥様の誕生日祝の皆様、おめでとうござい 

ます。 

②張さん、1年振りの卓話楽しみにしています。 

     今年度スマイル累計額 ３０４，６００円 

 

（概要にて掲載） 

○ロータリーの友１０月号紹介 

 公共イメージ委員長      池之上 和哉 

今月 10月は「米山月間」により、横書 13～20 

ページまで特集記事が掲載されています。↗ 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前半は主に新旧理事長の対談で、年間 14 億円

が動く事業の運営に悩んでいたこともあり、現在

では米山寄付は有価証券（株券）でも出来るよう

になり、配当金は奨学金に活用しているそうです。 

     米山奨学会資料によると、当地区の今年度の奨

学生は 32 名で、累計で 634 名になります。また

本年は米山梅吉氏の生誕 150年を迎え、そのプロ

フィールが紹介されていますが、明治元年に生ま

れて、20才頃には渡米し、現地で落語を英語でや

って喝采を博した人物だそうです。 

     縦書 24 ページには、当地区の江の島海岸クリ

ーンキャンペーンの記事が掲載されています。当 

    クラブからも、米山学友会主催の活動に数名の会

員が参加されました。 

     他にも興味深い記事があるのですが、時間の関

係により各自でお読み下さい。 

    ○韓国・龍仁 RC４０周年式典 訪問報告 

     国際奉仕委員長        阿部 毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 3日～5日の日程で、会員 7名の方にご参 

加頂きました。ご参加の皆様にはお疲れ様でした。 

     今回は飛行機トラブルもなくて、無事終了でき 

ました。写真は、また次回例会で回覧致します。 

     尚、当クラブと 30年近く連絡係を担当されて 

いる龍仁 RCの全培錫氏のお見舞いに、帰国前に 

 

 

 

立ち寄る予定でしたが、全氏は病状が悪化して、 

再入院されたため、叶いませんでした。 

 次に台湾・台中文心 RCの件で、来日されてい 

た林岳毅会員と打合せをしたのですが、台中文心 

RCでは、今年度から充分な検討やクラブフォーラ 

ムなども無いまま、例会を月 2回に変更したそう 

で、いろいろと混乱が起きているようです。 

一応、来年 3～4月頃に訪問を予定しておりま 

すが、また様子を確認して報告させて頂きます。 

○米山奨学会への寄付ご依頼 

 米山奨学委員長         藤本 恵介 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本日、米山奨学会の資料「豆辞典」をお配りし 

ていますが、米山は国際奨学事業としては民間最 

大の規模となります。1967年に財団法人として、 

正式に設立されてから今年で 50周年となります。 

将来、日本と母国を結ぶ「架け橋」になって 

国際社会で活躍し、ロータリーの良き理解者とな 

る人材を育成する。この制度を維持するために、 

今年度も 1人 2万円の寄付の協力を宜しくお願い 

致します。一応、10/23日と 11/6日の 2回の例会 

で集金させて頂きたいと思います。 

 

＜米山記念奨学会マンスリーニュースより（抜粋）＞ 

この度、内閣府賞勲局より、公益のために私財を寄 

付し、功績顕著なる方々へ授与される「紺綬褒章」の 

公益団体認定を受けました（平成30 年9 月12 日付）。 

これにより、本年9 月12 日以降、個人で500 万円 

以上、法人・団体等は1,000 万円以上をご寄付頂き、 

定められた条件を満たす場合に、紺綬褒章授与申請 

の対象となります。（複数回に分けて分納される場合も、 

予め申出を頂いた場合には申請の対象となります。） 

※認定日（平成30 年9 月12 日）以前のご寄付につ 

いては申請の対象外です。何とぞご了承下さい。 

 



 
             

   

例会プログラム 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①2021～2022 年度ガバナーノミニー候補者提案 

に関する告知 

RI細則に基づき、貴クラブから最適任の会員を

2018 年 11 月 29 日 12 時までにガバナー事務所

気付地区指名委員会宛に郵送、または持参する

ことを要請します。地区ガバナー資格条件につ

いては RI細則第 16 条を満たすものであること

を要します。また上記提案に際しては、必要書

類の添付をお願い致します。 

②2019～20年度実施 第１回地区補助金説明会／ 

補助金管理セミナーのご案内 

     次年度に地区補助金申請予定のクラブは、今回

または来年 1月開催の第 2回説明会のどちらか

に必ずご出席下さい。補助金管理セミナーはグ

ローバル補助金申請予定のクラブとなります。 

     日時：11月③日（土）13～15 時 地区補助金説 

明会 15時～補助金管理セミナー 

     場所：第一相澤ビル 登録締切：10月 22日 

③インターアクト年次大会 登録のお願い 

 本年度は、平塚学園高等学校インターアクトク

ラブをホストに開催されます。提唱クラブには

登録及び参加をお願い致します。 

     日時：11月 23 日（祝）10時～開会式   

場所：平塚学園高等学校  

登録料：1人 3,000円 登録締切：10月 19日 

④「職業奉仕月間」卓話者派遣について 

     1 月職業奉仕月間を中心に卓話者派遣を実施致

しますので、11月 10 日までにご返答下さい。 

 

    ※回覧のお願い 

    ①１０／２７(土)高齢者施設へのセラピー犬活動 

      ②１０／３０(火)夜間例会 18:30 点鐘「小田原屋」 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊倉 正光ご夫人 １０月 ４日  

・中村 勝彦ご夫人 １０月１５日 

・小崎 直利ご夫人 １０月１９日 

 

例会プログラム 

１０月２３日クラブフォーラム「新ホームページ 

       について」 公共イメージ委員会 

   ３０日移動例会・夜間例会 

      １８：３０点鐘「小田原屋」 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 中村 勝彦会員 

ゲスト     張 珣さん（米山奨学生） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦、大槻  実 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 
３７名 ３０名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/25) 
４名 ８８．５７％ ９４．４４％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp



