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「クラブの真価をシンカさせよう！」
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

入会挨拶
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こんにちは
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株式会社中島商店
代表取締役社長
なかしま

中島

ゆういちろう

雄一郎

私は、株式会社中島商店の中島
雄一郎と申します。1981年2月2日
生まれ、現在41歳となります。小
学生の頃は野球に明け暮れており
ましたが、進学予定の中学校の野球部が廃部になって
しまったこともあり、野球からサッカーへ競技を変えま
した。当時はJリーグ発足や、’94アメリカW杯予選など
でサッカー熱が非常に高まった時代でした。そして、大
学生までサッカーを続け、大学ではサッカーと同時に友
人と共にテニスを始めました。私は、テニスは軟派なス
ポーツだからしないと思っていたのですが、いざ実際に
ラケットとボールを持ちコートに入ると、その難しさと
面白さにすぐに引き込まれていきました。
大学卒業後は、家業を継ぐことを決心し、同業界の
メーカーで8年間学ばせていただき、2011年7月に中島
商店と加賀製紙に入社しました。その後、自分の考え方
やあり方を考えるきっかけとなりました公益社団法人
金沢青年会議所に2013年に入会させていただき、奉
仕・友情・修練の3信条のもと様々な国際の機会をいた
だきました。その結果、国内そして世界中に沢山の同志
を得ることができました。さらに、専務理事や理事長の
職をお預かりしたことで、組織をまとめる、導くという
経験をさせていただき、長の職の難しさを改めて学び
ました。
これまでの学びをこれからも活かし、金沢東ロータ
リークラブにおきましても邁進して参りますので、今後
とも何卒宜しくお願い申し上げます。
例会日：毎月曜日 12:30 〜 13:30
例会場：ANAホリデイ・イン金沢スカイ
U Ｒ Ｌ：http://www.kanazawahigashi-rc.com/

米山奨学生です！
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米山奨学生

じょ

徐

しんえい

蓁瑩

私は徐蓁瑩です。台湾から来ました。
今は金沢大学血管分子生物学 第二生
化 山本靖彦教授の研究室でポスドク
研究員として糖尿病と代謝性疾患につ
いて研究をしております。
台湾は台湾本島、澎湖、金門と馬祖
の四つの島を合わせた東アジアの国
です。日本に統治された歴史があり、たくさん当時の建物、言
葉や文化が保存されてます。今ではレストラン、歴史館や文芸
交流会に使われています。現代では、台湾と日本の新しいコラ
ボレーションが見られます。例えば台湾の新幹線は日本初の海
外輸出案件であり、また、台中にあるオペラハウスと高雄にあ
る高雄国家スタジアムは日本建築家伊東豊雄による設計です。
台湾と日本との交流が増える中、これからも新しい絆が結ばれ
るのを期待しています。
私は2年前の金沢での短期留学の経験から、また同じ場所と
研究室で研究できることをとてもうれしく思います。これから
の一年、研究プロジェクトの展開に積極的に取り組み、大学の
先生方や大学院生とコミュニケーションを取り、可能であれば
学会にも参加していきたいと思っています。生活面ではロータ
リーの方々と交流し、台湾や自分の研究内容を共有することを
非常に楽しみにしています。日本で暮らす間は研究の他、好き
なおでんや手毬、九谷焼など日本の伝統文化についても学び
たいと思っております。
最後に研究内容について紹介させていただきます。糖尿病
の持続的な高血糖の状態では、AGE（最終糖化産物）と言う
糖化反応が起こり、タンパク質と炭水化物または脂質の複合
体が生成されます。AGEsは料理によって生成されることもあ
ります。AGEが血管や臓器に蓄積したりあるいはその受容体
RAGEに結合したりすると、臓器に炎症反応や機能障害を引
き起こします。この研究はAGE合成とRAGEへの結合は、糖
尿病や代謝性疾患の病状にどのような影響を与えるのかを研
究し、特定の臓器を観察することです。この研究は代謝性疾患
のさらなる理解と発展につながることが期待されています。
日本での一年間が実りのあることを期待しております。皆様、
よろしくお願いします。

事務局：金沢市彦三町2丁目1番地45号 むさしビル4F
ＴＥＬ：076-260-1212 FAX：076-260-5656
E-mail ：k-eastrc@gaea.ocn.ne.jp
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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

9 月新旧理事役員会報告（9 月 12 日）
１）新会員候補者の件…承認。全会員へ通知する。
・鶴見直樹氏…NECネッツエスアイ㈱ 北陸支店 支店長代理
（S53年4月生 44歳）
職業分類：情報通信業
推薦人：小池田康秀・大島淳光
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9 月 26 日（月）例会

❖

鍛治…本日は卓話を担当させていただきます。貴重な機会
をありがとうございます。
中井…長期交換留学の面接試験において、中田さん 竹松
さんから試験会場で温かくご支援いただきました。
ロータリー本部直轄事業でボランティアをされてい
る先輩メンバーのお姿を拝見させていただき、改め
て尊敬の念と感謝の気持ちでいっぱいになりました。
私も見習って精進いたします。
林 …結婚記念日のお祝をいただき、ありがとうございま
した。35周年になります。
島田…結婚記念日祝をいただきました。ありがとうござい
ます。
錦野…結婚記念日のお祝、誠にありがとうございました。
合計

■ソング
“手に手つないで”
“Smile, Sing a Song”
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■本日の卓話

482,500円

9 月 12 日（月）例会報告

❖

■出席率報告

9月26日		 金沢学院大学芸術学部教授
ひら き たか し

		 平木孝志氏
		 「加賀の伝統文化・相阿弥流盆石」

8月22日
8月 1日

66 ／ 101 ホームクラブ 65.35％
―／ 101 補正出席率
―％
（出席免除会員2名）

■例会卓話予定
10月 3日		 第2610地区ガバナー
		
		
10月17日		
10月31日		

◆副会長指名委員会
日 時：9月26日（月） 13：40 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」

くろかわしんいち

黒川伸一氏（富山南RC）
「ロータリーと共に」
秋の観月例会
米山奨学生

じょ

しんえい

		 徐 蓁瑩さん（金沢東RC）
		 「徐 蓁瑩の自己紹介と糖尿病の研究」

■ おめでとう（敬称略）
◎8月年間皆出席祝
36ヵ年 北川 義信

10ヵ年 浅田

久太

■ ニコニコ Box（敬称略・順不同）
諸江ガバナー補佐…本日は補佐訪問に来させていただきま
した。よろしくお願い申し上げます。
松本浩平…本日は諸江ガバナー補佐にご来訪いただいてお
ります。よろしくお願いいたします。
中田…諸江ガバナー補佐、例会廻りご苦労様です。
能登…本日は諸江ガバナー補佐にご訪問いただき、ありが
とうございます。

９月は基本的教育と識字率向上月間・
ロータリーの友月間です
〈 例会メニュー 〉

◆親睦委員会
日 時：9月27日（火） 18：30 ～
場 所：レストラン& バー アルカンシェール（アパホテル金沢駅前14F）
会 費：7,000円
※親睦委員会のみのご案内です
◆ガバナー公式訪問会長幹事懇談会
日 時：10月3日（月） 11：30 ～ 12：15
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「白山の間」
出席者：会長、幹事
◆ロータリー情報委員会（新会員研修）
日 時：10月3日（月） 11：30 ～
場 所：ANA ホリデイ・イン金沢スカイ10F「加賀の間」
出席者：鶴見、小池田康秀、井上、大島淳光
◆秋の観月例会
日 時：10月17日（月） 18：30 ～
場 所：六角堂Grill＆Bar
会 費：会員10,000円、配偶者9,000円
※10/17（月）昼の通常例会はありません
◆国際ロータリー第2610地区2022-23年度地区大会
会 場：富山国際会議場、ANA クラウンプラザホテル富山
１日目：10月22日（土）
指導者育成セミナー
〔対象者〕会長、幹事、次年度会長、次年度幹事、地区委員長
RI会長代理御夫妻歓迎晩餐会
〔対象者〕会長、幹事、地区委員長
２日目：10月23日（日）
本会議Ⅰ・Ⅱ、基調講演、大懇親会
〔対象者〕全会員、ご家族、留学生、米山奨学生
登録料：会員13,000円（内クラブ負担3,000円）、ご家族8,000円
※10/24（月）例会は地区大会に振替となります

9/26 〈洋食〉実りが彩る季節の洋食弁当

コロナ感染予防のため、例会にはマスク着用で
ご出席願います。

ホームページは
コチラ！

Facebook は
コチラ！

