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「成都」のこと
2020 学年度米山奨学生
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成都は中国の西南部に位置し，四川省の中
心都市であるだけでなく，中国西部で最も重
要な中心都市です。国家ハイテク産業基地，
商業物流センター，総合輸送の中心地でもあ
ります。
「天府之国」，つまり「豊かな土地」と
して知られています。
また，長い歴史を持つ古代の文化都市で，
最も有名な金沙遺跡は3000年前のものです。
漢の時代に，ますます繁栄した成都は，当時，
国内で 5 大都市の一つになり，唐の時代には
中国で最も発展した工業都市と商業都市の一
つになりました。
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文化都市としては，多くの史跡や文化的景
観があります。都江堰（とこうえん）は2000

10月23日（金）
（第4,769回例会）
の卓話
（一社）日本食品添加物協会
常務理事・広報委員長

年以上の歴史があり，世界文化遺産として知
られています。武侯祠は三国志ファンの聖地
で，国の重要文化財保護施設に指定されてい
ます。武侯祠の「武侯」とは「忠武侯」と謚号
（しごう）された諸葛亮を指し，武侯祠は彼を
祀る霊廟を意味します。
杜甫草堂博物館は，唐代の詩人・杜甫の邸
宅の跡地です。ここに住んでいる間，杜甫は
200以上の詩を書きました。世界中から詩人
愛好家が，この華麗で偉大な詩人を記念して
ここに集まります。
西嶺雪山は成都の有名な自然景勝地です。
風光明媚な山には一年中雪があり，成都の最
高峰です。あたりの景色は美しく，雪をか
ぶった山々は雄大です。ここはスキーにも最
適な場所です。

清 水
亮 輔 氏
「食品添加物の役割とその安全性
～ SDGsを少し絡めて～」

次回11月6日（金）の卓話

会

（プログラム担当 勝山 良彦 君）

ロータリー財団月間記念例会
員・パストガバナー
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「 財団寄付と補助金モデル」

1 0月3 0日（金）はクラブ定款による休会
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◇ フ ァ ッ シ ョ ン ス ト リ ー ト ◇
ジャイアントパンダの繁殖研究拠点はパン
ダや，そのほかの希少で絶滅の危機に瀕して
いる野生生物保護研究機関もあります。
成都で最も有名なビジネス街は春煕路と天
府広場です。天府広場は経済・文化・商業の
中心地であるだけでなく，成都の地下鉄の中
心地点でもあります。春煕路の「煕」は中国語
で「多くの人々」を意味します。多くのブラン
ド店と昔ながらの中国のショッピングモール
があり，ファッションストリートとしても知
られています。おしゃれな服装の若者が集ま
る場所でもあり，写真家が流行の服を着た歩
行者の写真を撮り，インターネットに投稿し
ます。
成都は料理もとても有名です。外国人がな
ぜ成都を好むのかについては，成都の料理と
ライフスタイルに触れる必要があります。成
都の人の好きな言葉は「巴适（バシ）」で，
「良
い」，
「快適」，
「正しい」
という意味です。また，
品物が本物であることをほめるためにも使わ
れます。
「巴适」は成都の人々の生活の中で最
も一般的に使用される四川方言であり，成都
の人の満足感と楽観的な態度を具現化するも
のです。この「巴适」を，成都の料理は体現し
ています。
ユネスコから「世界ガストロノミーキャピタ
ル」
の称号を授与された成都の街路と路地は，
料理店が豊富で，料理は多様でまろやかです。
その料理はスパイスを使用することでも知ら
れています。四川人が好む料理は辛いです。
火鍋は，国内外の観光客が成都で味わう料理
になっています。
四川人は麻雀をすることで有名で，一日中
麻雀をする人もいます。成都の路地を歩いて
いると，小さなテーブルの周りで麻雀をして
いる人たちがいます。加えて，成都の人々は
お茶を飲むのが大好きです。
喫茶店に座っている客たちは，鳥をから
かったり，昼寝をしたり，本を読んだり，2 ～
3 人でおしゃべりをしたりしています。時に
は川劇（せんげき）を歌う人，靴を磨く人，占
いをする人などもいて，皆とてものんびりし

ています。そのため，成都は古くから「お茶が
なければ成都なし」として知られています。
成都の川劇文化は世代から世代へと受け継
がれています。川劇は京劇と似た中国の伝統
的演劇で，
一瞬で面を変える
「変臉
（へんれん）
」
はとても有名です。
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成都は科学と教育を大切にする都市でもあ
ります。世界の重要な電子情報産業の基盤の
一つとして，成都には30の国家レベルの科学
研究機関と67の国家レベルのR＆Dプラット
フォームがあります。年間で合計80,819件の
特許が申請されており，技術革新を重視して
いることがわかります。
教育面では，成都には四川大学や電子科学
技術大学など56の大学があり，さまざまな才
能を持つ学生が約389万人います。成都の中
学校と高校の教育レベルは同様に高く，
2020年 7 月に成都は教育省の一般高校向け
の新しいコースを実施するためのデモンスト
レーションゾーンに選ばれました。優れた人
材育成制度と，オープンで革新的な都市の特
徴が相まって，成都は世界中から若い才能を
集めており，将来ますます革新的で発展した
都市になるでしょう。
成都はオープンで包括的な都市です。最新
の調査によると，世界の上位500社のうち
301社が成都に拠点を置いています。さらに，
103の友好都市があります。これは政治・経
済・文化の面でオープンで寛容な都市である
ことを示しています。ぜひ成都に来て，文化
や風景を体験してください。

（スライドとともに）

卓話者紹介：1998年中国四川省成都生まれ。
四川外国語大学を経て，2019年に来日し相愛
大学3年次に編入学を果たす。現在は人文学部
人文学科で国際コミュニケーションを専攻して
いる。日本で生活してみたいという長年の夢を
叶えて，4年生になった今は，卒業論文の準備
と大学院進学の勉強を進めている。
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米 山月間記念例会

国内ゲスト
周 繽潔さん

今週の Happy Birthday ！
田中 稔章君（菓
子）
生駒 伸夫君（宝 石 販 売）
松澤 佑次君（内 科 医）
伊藤
勲君（不動産賃貸業）
木村 朋成君（証 券 業）
山谷 佳之君（空 港 経 営）
池田 耕二君（建
設）
藤井 達郎君（新
聞）
北村
豪君（旅 行 業）

1名

クラブゲスト：
米山奨学生・本日のスピーカー
出席会員 191名※（内11名免除会員）
※特別出席規定免除申し出会員含む
欠席会員 52名
出席規定免除会員 28名
会員総数 260名
出席率 78.60%
前々例会（ ₉月1₈日）の補正出席率 81.28%
本日のプログラム司会：芝井 敬司君
本日のソング：
「国歌」
嘉納 秀一君

10月17日
10月18日
10月18日
10月19日
10月20日
10月20日
10月22日
10月23日
10月23日

ロータリー財団9月度特別寄付（ 1ドル＝106円）
小林
剛君 300ドル（累計300ドル）

Club News

芝井 敬司君（教育研究機関管理）
周さんの卓話に期待して。ちなみに周さんは
昨日10/1お誕生日をお迎えになりました；
山本 章弘君（文
化）
この度，山本能楽堂はグッドデザイン賞2020
受賞しました。2017に続き2度目の受賞で
す。皆様のご支援に感謝申し上げます；
上田
孝君（造船・航海用具製造）
昨日，内定式を当ホテルで開催。コロナ対策
は万全。安全かつ素敵な環境の下，内定式と
会食の時間を楽しむことが出来ました。ロイ
ヤルホテル様に感謝して；
立野 純三君（金 物 製 造）
あるテレビ番組にほんの数秒出演しました；
中野健二郎君（不動産賃貸業）
上田S.A.A.と目があいました；
立松
博君（保 険 業）
少し良いことがありました；
杉野 利幸君（自動車運輸業）
欠席続きですみません；
行岡 正雄君（整 形 外 科 医）
長期欠席のお詫び；

委員会等
10月度定例理事会
10月
次年度理事候補指名委員会
10月
100周年記念事業準備委員会
10月
Aテーブルミーティング（オンライン） 10月

2日
2日
2日
8日

米山記念奨学会へ特別寄付（クラブ扱い）
10/2（金）
は米山月間記念例会として開催，
例会食事は特別メニュー（シーフードカレー
&サラダ&プリン＆コーヒー）とし，差額分
（@2,000×141名（特別出席規定免除申し出会員
除く））
計282,000円をロータリー米山記念奨
学会へ寄付いたしました。
赤い羽根募金
10/2（金）
例会場控室にて募金を実施，合計
53,000円のご協力をいただきました。ありが
とうございました。

【みおつくし奨学金】

（宮古との奨学金制度にのみ使います）

山下 眞一君（金 物 製 造）
また良い事があります様に！；
藤木 一郎君（ガラス 工 業）
藤浪晋太郎のセットアッパー転向に期待‼；
米山記念奨学会9月度特別寄付
角元 敬治君 3万円（累計21.45万円）
小林
剛君 3万円（累計3万円）

11月度卓話予定
6日（金） ロータリー財団月間記念例会
会員・PG 立野 純三君
「財団寄付と補助金モデル」
13日（金） 在堺チェコ共和国名誉領事館
（元当クラブ受入れ米山奨学生）

スザンカ・ハニバロヴァー氏
「ボーダー無き心

～米山奨学生から外交官へ～」
27日（金） 鹿島建設（株） 関西支店
赤谷工事事務所
所長 江口 健治氏



「平成23年 紀伊半島大水害
大規模土砂崩壊対策工事」

※20日
（金）
はクラブ定款による休会
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（お昼に創立98周年記念秋の家族会）

会長の話⑦－堀 正二会長
「COVID1₉とは，どんな感染症か？その 2 」
コロナウイルスは呼吸器感染と考えられて
いますが，血管の中に入ったウイルスは血管
内に血栓を形成しやすいことがわかってきま
した。この感染症はごく早い頃から，血栓形
成のマーカーである「Dダイマー」が多くの患
者で上昇することが指摘されていますが，そ
の後，血栓形成により心筋梗塞や脳梗塞が発
生することも報告され始めました。
では，どうして血栓ができやすいのでしょ
うか？炎症と血栓には密接な関係がありま
す。炎症が起こると，白血球が集まってきて
ウイルスと闘うのですが，白血球は自らの遺
伝子を細胞外に吐き出して粘着性の強い
「NETs」と呼ばれる網を広げて細菌やウイル
スを囲い込みます。この時多くの血小板を巻
き込むため血栓の原因になるのです。炎症が
強いほど血栓が多くできるので，新型コロナ
ウイルス感染症が重症化すると血栓もそれだ
けできやすいことになります。
さらに，炎症が強くなると「サイトカイン・
ストーム」が起こります。当クラブの，岸本元
会長が発見された炎症性サイトカインの「イ
ンターロイキン（IL-6 ）」などの攻撃性因子が
白血球から誘導され，これが大量に放出され
ると，白血球が過剰に反応して自滅が起こり
ます。この嵐を収めるためにステロイドホル
モンやIL-6 阻害薬が用いられます。
「アクテムラ」は岸本元会長がリウマチ治療
のために開発された薬ですが，これをサイト
カインストームに使うと，ストームが収まる
ため極めて重症化した患者に使っています。
一方，ウイルスの増殖を抑える「アビガン」
は理論的には重症化予防に有効なはずですが，
今のところ明確に有効という証拠は得られて
いません。現在，臨床の現場では，アビガン
は使えますが，あくまでも臨床試験として使
われているにすぎません。
現在感染者の80％は，自然に抗体ができて，
その抗体によってコロナウイルスの増殖が抑
えられ，治癒していきます。しかし，重症化し
た場合は，コントロールのしようがなく，亡く
なられる場合も少なくありません。死亡率は
3 ～ 5％です。2008年のSARSも同じ程度の
死亡率でした。因みに100年前のスペイン風
邪の時，今回の30～50倍の死亡者が出まし
たが，死亡率は変わりませんでした。

（2020年 9 月18日（金）
例会）

地区米山奨学委員長・カウンセラー研修会
（2020.9.26（土）14:00～ 於：大阪YMCA

国際文化センター及びオンライン）
地区内80クラブのうち74クラブが参加し，
簡仁一ガバナーの開会挨拶で研修会が始ま
る。コロナ禍の中にあって，地区では 4 月よ
り49名の奨学生を受け入れた。
「日本と世界
の架け橋」をめざす米山奨学金の理念を大事
にして着実に人材育成に当たりたいとのこと。
続いて米山記念奨学会理事・山本博史PG
の挨拶では，人材育成の重要性を重ねて強調
され，その後，地区米山奨学会の清水久博委
員長の研修講義に移った。本事業の使命を果
たすためには，カウンセラーの役割がきわめて
重要であるという指摘が印象深かった。
休憩をはさんで，
「よねやま親善大使」の
カレン・ジュリア・ウォーターズさん（1992
～’94年度京都西RC受け入れ，現在オースト
ラリア9640地区バーレイヘッズRC会員）の
講演。奨学生の経験が，オーストラリアと日
本の教育文化交流の仕事に従事するきっかけ
となった事情を分かりやすく話された。
最後に奨学生学友会による座談会。
「2万
人を超える学友の共通語は日本語」という発
言が心に残った。
（現地会場に出席）
（米山奨学会委員長・カウンセラー 芝井 敬司）
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創立₉₈周年記念秋の家族会ご案内
日 時：₂ 0₂0年11月₂0日
（金）


11:30受付開始（1₂:00開会）


1₄:30閉会予定（お昼の例会は休会）
場 所：ホテル東館 3 階「光琳の間」
会 費：お一人13,000円
2 年後に迎える「創立100周年」につなぐ
重要な98周年として，
家族会を開催します。
今年度はコロナ対策として毎年夕刻から
開催のところをお昼に変更，
「 3 密」を避けて
広い宴会場に場所を移し，進行も簡略化，
規模も縮小しておりますが，
心に残る家族会
になるよう考えています。
開会前の控室・呈茶席は設けず，恒例の
抽選会も残念ながら行いませんが，35年在
籍表彰，前年度100％出席表彰（各テーブル
で起立）
，エンターテインメントでは「上方
芸能（文楽ほか）」をお楽しみ頂き，メニュ
ーも工夫を凝らしたものを検討しておりま
すので，直接顔を合わせての和やかなひと
ときをお楽しみ頂きますよう，ぜひご家族と
共にご参加下さい。
（友好委員会）

