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２０２０-２１年度 

第２７２６回 
２０２０年１１月１３日（金）点鐘１２時３０分 （晴れ） 

◆ロータリーソング『我等の生業』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇国際ロータリー第２７９０地区 

ロータリー米山記念奨学委員会 委員 山本 豊一様 

◇2020-21米山奨学生 

 グザンヌル アリキンさん（茂原中央ＲＣ） 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

皆様こんにちは。本日オリエンテーションがございま

すので、出席予定者の方は宜しくお願い致します。また、

皆様のレターケースに入れさせていただきましたが、地

区に対する共同声明についての報告書ですのでご一読

宜しくお願い致します。（以下この内容について会長より

お話がありました。） 

◆ロータリー米山記念奨学会より感謝状伝達                  

 マルチプル米山功労者（第９回）  斎藤 昌雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       廻会長      斎藤昌雄会員 

 

 

◆委員会報告                   

職業奉仕委員会（伊藤 和夫委員長） 

地区のＲＬＩ研修プログラムが用意されておりま

すので、皆様ぜひ参加してみて下さい。 

 

親睦活動委員会（今井 太志委員長） 

12/19忘年家族例会があります。つきましては会員

の皆様ご協賛を宜しくお願い致します。 

 

クラブ研修委員会（杉本 峰康委員長） 

本日、１８時よりオークラ千葉ホテルにてオリエ

ンテーションがございますので宜しくお願い致しま

す。 

 

◆幹事報告           河原 大輔幹事  

来週ひかり学園より注文されたお米、野菜が届き 

ますのでお持ち帰りを宜しくお願い致します。 

 

◆出席報告 (会員数５１名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪廻 辰一郎会長・河原 大輔幹事≫ 

この季節になると、そろそろ温泉に旅行したいですね。

みなさんは GOTO とらべるを利用して、どちらかに旅行

されたでしょうか。河原はホテルで癒されるのが好きなの

で、かなり利用いたしました。旅行会社経由だと補助限

出席者数 

２７名 

欠席者数 

２４名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ２名 

修正出席率 

   次回にて 

千葉ＲＣ 月 11/30・12/21 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/24・12/22 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/24・12/15 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 11/25・12/9 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 
 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/26・12/10 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/10 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



度額が小さくなりましたが、ホテルに直接申し込めば、い

まだに最大限の補助が受けられます。コロナ第３波が落

ち着いたあかつきには、ご検討してみてはいかがでしょう

か。 

 さて、本日の卓話は地区推薦の米山奨学生、グザヌ

ル・アリキンさんです。楽しみにしております。地区米山

委員の山本様、有難うございます。 

 

≪小林 透会員≫ 

 本日のオリエンテーションに参加できずにすみません。

ロータリーを知る最高の機会ですので、皆様、楽しんで

下さい。 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

本日の卓話 
2020-21米山奨学生 

      グザンヌル アリキンさん（茂原中央ＲＣ） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

みんなさん、初めまして。 

グザヌル・アリキンと申します。

千葉大学医学薬学府先端医

学薬学専攻博士課程４年に

在籍しています。私は、２０１９

年４月からロータリー米山奨

学生になりました。世話クラブ

は茂原中央ロータリークラブ

です。まず、家族紹介から始

めたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。 

私の家族は、お父さん、お母さん、妹がいます。２０１４

年に結婚して日本へ留学に来て２人の子供が生まれて、

いま４人とも日本で生活しています。主人も千葉大学の

博士課程を卒業して今年の１０月からポストドクターとし

て同じ研究室で研究を続けています。 

私は、中国の新疆ウイグル自治区出身です。新疆ウ

イグル自治区は中国の一番西にあるウイグル族、漢民

族、モンゴル族など１３の民族が共住（きょうじゅう）してい

る民族自治区です。面積は１６５万 km2 で、中国の省、

自治区の中で最大で中国の全土の約 1/6を占めます。 

こちら（スライド）は、ウイグルの景色です。これは私が

住んでいたウルムチ市のダバザというとこころで、民族に

特徴がある買い物、食事をする場所です。これらはウル

ムチの市内写真です。 

左上は、タクラマカン砂漠です。「死の世界」「永遠に

生命が存在しえない場所」といったニュアンスとされてい

ます。右下は天池（てんいけ）です。特に有名な観光名

所です。 

ウイグルは、石油(せきゆ)と天然ガスの埋蔵量が豊富

で、タリム盆地で未開発の油田としては世界最大級の油

田群が発見されています。新疆の石油と天然ガスの埋

蔵量は、それぞれ中国全体の埋蔵量の２８%と３３%を占

めており、油田開発が新疆の経済発展の中心となって

います。 

次にウイグル族に関して説明します。ウイグル人は団

結が強く、親切です。人口は、１千万人ぐらいです。ウイ

グル人はイスラム教を信仰します。左上の写真は、昔の

ウイグル人の家です。現在はほとんどマンションになって

いますが、新疆の南にまだこんな綺麗な家に住んでいる

人もいっぱいいます。右の写真はウイグル料理の中のラ

グマンとポーロという料理です。 

ウイグル人のムカムで最も有名なものは「１２ムカム」で

す。12ムカムはユネスコの無形文化遺産に登録されて

います。 ウイグル人は歌と踊りを得意とする民族です。

ウイグル人はほとんどの人が踊ることができます。 

ウイグル族の楽器の種類もたくさんあります。写真であ

る楽器の全部が手作りものです。ウイグル人の手工芸は

中国でも有名です。 

ウイグル族の服装は非常に美しく、多くの種類があり

ます。祭りやいろいろな活動に参加する時には女の人は

お下げをたくさん結わえて、チマンドッパという帽子をか

ぶって、「ATLAS」というシルクのワンピースを着ます。 

次は学歴についてお話しします。私は２００９年から２０

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 3,000 円 累計 178,000 円 

金の箱  100 円 累計 14,530 円 



１４年に中国新疆医科大学で学部時代を過ごしました。

専門は医学検査です。 

大学を卒業して同年の１０月に留学生として日本へ来

ました。半年の研究生時代を過ごし、大学入学試験で合

格して修士課程に入りました。２０１７年３月に修士課程

を修了して博士課程に進学しました。博士課程は来年

の３月に卒業する予定です。 

なぜ、留学先に日本を選んだかといいますと、中国の

大学に在籍している時に主人と２人で「一緒に留学する」

夢がありました。日本を選んだ理由は、主人の兄も日本

へ留学していたため、お兄さんから日本のいろいろ話を

聞いて深い興味がありました。例えば、お兄さんから日

本で留学生はアルバイトしながら勉強することができる。

大学から学費を免除させてもらえる。成績が優秀な学生

はいろいろ財団から奨学金を受け取ることができるなど

の話を聞いて、日本は私たちにとって一番良い留学先

になると思いました。さらに、日本の医学の発展は目覚

ましいものがあるので医学生として留学先に日本を選び

ました。 

日本に来て６年間は、忙しい毎日を送ることに伴い、

日常生活と研究生活において様々なことを勉強すること

ができました。日本での長期滞在の経験から母国と日本

との文化的背景の違いを感じ、受け入れることができま

した。例えば、結婚式文化の違いがあります。ウイグル人

の結婚式はとても賑やかで、５００人から１，０００人ぐらい

の人が参加します。結婚式では、みんなウイグルダンス

を踊ったり、歌ったりします。私たちの結婚式のビデオを

ご覧下さい。 

次は、育児文化の違いです。私が日本で出産して育

児をしていた間で日本とウイグルの育児方法などの違い

を感じました。例えば、ウイグル人は、昔から赤ちゃんが

生まれたらベビーベッドに赤ちゃんを乗せて、バンドで

赤ちゃんをベッドに巻きつけます。巻きつけたら赤ちゃん

がお母さんのお腹にいるみたいな感じをしてよく寝られ

る、そして巻きつけたらお母さんも安心して休めるという

理由があります。でも最近の２、３年間にこういう方法を使

わないで、日本と同じいようなベビーベッドで巻きつけな

いまま育っている人もいました。日本ではこうったベッド

がないので私も日本と同じ方法で育てました。以上のこ

とは、私が一番感じたウイグルと日本の文化的違いにな

ります。 

私がロータリー米山奨学生になってから、ロータリアの

皆さんやいろいろな国からきた留学生とコミュニケーショ

ンをすることによっていろいろな国の文化を理解すること

ができました。自分の世話クラブの人たちと仲良しになっ

て、日本の文化をもっと勉強することができました。そし

て米山奨学生になってから、経済的支援をいただき、と

ても安心して研究を続けることができました。 

私の研究業績ですが、今年は私が first authorになっ

た二つの論文が発表されました。今月アクセプトされたこ

の論文の内容で博士課程の学位発表をする予定です。 

博士課程を卒業した後は、ポストドクターをしていま行

なっている研究を続けて日本で１～2 年間ぐらい働きた

いと思っています。 

将来は母国に帰ったら千葉大学で在籍した研究室と

共同研究を行なって日本とウイグルの研究方面の懸け

橋になりたいと思っています。 

そして、自分のできる範囲でロータリー活動などに参

加したいと思っています。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

 

 

第２７２７回例会 

日 時⇒ ２０２０年１１月２０日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『千葉市児童相談所の現状』 

       主任主事 山根 充世様 

第２７２８回例会 

日 時⇒ ２０２０年１２月４日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員卓話』  間々田 英俊会員 

 

 

      ≪会報担当：五十嵐 博章≫ 


