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【会長報告】◆　10月10日(木)丸亀少女の家「運動会」に参加してまいりました。

【幹事報告】

◆ 前回例会終了後、１０月理事会を行いました。

① 10月･11月･12月プログラムの件　‥‥‥　承認

＊次週(10月22日)火曜日例会は祝日につき“休会”です。

＊次々週(10月29日)火曜日例会は10月25日(金)午後7時~ステーキハウス千萬にて「創立

　４５周年記念夜間例会」と例会変更しております。ご出席される方は時間厳守でお集

　まりをお願いします。  参加される方は当日会費6,500円を集金させていただきます。

＊12月24日(火)・12月31日(火)例会は“休会”です。

◆ ガバナー事務所より「第7回日台ロータリー親善会議・福岡大会のご案内」文書が届いて

おります。詳細等は事務局までお願いします。

　　　　　　エズズ　ニヤズ

【プログラム】　❤　客話【米山奨学生  艾則孜 尼牙孜 様〕

　　 香川大学医学部・形成外科（医博）34歳・男

＜自己紹介＞

　新疆ウイグル地区のアスク地区で生まれました。

　家族は農民です。　高校生の時はスポーツ訓練

　をして大学入学試験をスポーツ（体操）専門を

　受けました。800ｍの記録は2分5秒です。県内

　で15人参加した試験で第1位で合格しました。

　父の希望で医学部を選びました。　私は4兄弟で8年前に母が、4年前に一番下の弟が

　交通時事故で亡くなりました。

　私は2012年4月に来日する2ケ月前に結婚して日本に来ました。

　香川大学医学部形成外科博士課程2016年4月より現在4年生です。

◎ 中国；新疆ウイグル自治区の文化・観光・経済

＊ウイグル語: رايونی ئاپتونوم ئۇيغۇر شىنجاڭ / Shinjang Uyghur Aptonom Rayoni、

　新疆維吾爾自治区は、中華人民共和国の西端にある自治区である。

　1955年に設立され、首府はウルムチです。

　・アルタイ語システムの一部です。日本語と文法は似ています。

　・氏名・・・自分の名前は先、後ろはお父さんの名前

例えば；エズズ＋ニヤズ

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

　  2019～2020年度　第４５年度　第１５回　 通算第２１４９回例会
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　・私たちウイグル族はとても友誼である民族です。何百年前の学者も自分の本にそう

　　書いていました。高級な服を自分で着け、美味しい食事を流浪人にあげて下さい。

　　今も誰の家に入っても一つの部屋の内装はお客さんのために豪華です。お客さんの

　　ために羊の子どもを一匹犠牲にして食べさせます。食事を大事にすることも文化の

　　重要な一部です。小さい頃から聞いて成長します。

＊民族構成はウイグル族のほか、漢族、カザフ族、キルギス族、モンゴル族（本来はオイ

　ラト族である）などさまざまな民族が居住する多民族地域であり、自治州、自治県など

　様々なレベルの民族自治区画が置かれている。　中華民国時代には、1912年から新疆省

　という行政区分が置かれていた。

最大都市 ウルムチ市

区委書記 陳全国

自治区主席 ショホラト・ザキル

面積 1,660,000 km²

人口(2017年) 25,000,000人

ＧＤＰ(2017年) 1092万億元

主要民族

新疆ウイグル自治区

＜ウイグル地区の経済状況＞

　　第一産業として、小麦、綿花、テンサイ、ブドウ、ハミウリ、ヒツジ、イリ馬など

　　が主要な生産物となっています。

　　このほか、石油と天然ガスの埋蔵量が豊富で38ケ所の油田、天然ガス田が発見され

　　ています。それぞれ中国全体の埋蔵量の28％～33％を占めており、今日では油田開

　　発が新疆の経済発展の中心となっています。天然ガス埋蔵量は中国国内で1位です。

　　　宗教：人口の大半はイスラム教スンニ派

　　多くのウイグル族の文化や生活の核を成すのが宗教。

　　現在のウイグル人の大半はイスラム教のスンニ派を信仰するイスラム教徒（ムスリム）

　　で、ムスリムであることがウイグル人のアイデンティティの一部となっていると言わ

　　れるほどです。

　　　ウイグル人の伝統的な生活スタイル

　　ウイグル族は伝統的に土地を耕し、穀物を育て、家畜を飼育することで生活してきま

　　した。　残念ながらこうした生活様式は失われつつありますが、そのなごりは毎週日

　　曜日に、ウイグルのコミュニティが存在するアフガニスタン、パキスタン、キルギス

　　タン、そしてタジスタンの国境沿いの町カシガルで開催される市場に残っています。

　　そこでは地元の農家によって、農作物に加え、羊、ヤギ、馬、ロバ、そしてラクダま

　　でもが売り買いされており、昔、シルクロードの交易が盛んだった頃には頻繁に見ら

　　れたであろう売買が行われています。

　　　ウイグル族の料理

　　世界的にはあまり知られていないものの、ウイグル人が居住する地域で食べられるウ

　　イグル料理を試した人はその美味しさに魅了されると言われます。

　　その料理は通常「新疆料理」と表現されるイスラム教の戒律に従った食物ハラール料

　　理。　主に羊肉や牛肉、ラクダ肉を使うことが多く、中華料理とトルコ料理がバラン

　　スよく混ざったような味がすると言われます。　また、料理と一緒に平たいパンをよ

　　く食べます。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか言行はこれに照らしてから

回族（5％）、キルギス族（0.9％）、モンゴル族（0.9％）

東郷族（0.3％）、タジク族（0.2％）、シボ族（0.2％）

ウイグル族（45％）、漢民族（41％）、カザフ族（7％）
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＜音楽とダンス＞

　　ウイグル民族はダンスが得意と言われています。子供と歩ける前の7～8ケ月位になっ

　　たらダンスによって感覚を持ちます。なぜならお母さんも兄弟たちも家で踊っている

　　し赤ちゃんを眠らせるために歌を歌うから。特に「十二ムカーム」は代表的なムカー

　　ムとして、主にウイグル自治区の南部、とりわけカシュガルやホータムなどの地域に

　　伝承されています。このほかに各地域に伝承されている地域色の豊かなムカームも存

　　在しています。1つのムカーム演奏だけでも2時間、十二ムカーム全曲に至っては24時

　　間を要する長大な楽曲だからです。ユネスコの世界無形文化遺産に指定されている。

　　ウイグル人がシンボリックな音楽として誇る古典音楽「ムカーム」を筆頭に各オアシ

　　スにおいて異なったスタイルを持つ民間音楽があり、新疆の音楽を一括して語ること

　　は容易ではありません。

　　　ウイグル観光

　

天地 　　　　カナス湖 　　　　クンジュラブ峠

　 　 　

火焔山 　　　ムスタグアタ山 　　　　　フィテイン山

ウイグル人をとりまく民族問題はウイグル族の歴史同様に複雑なものですが、結局は宗教

も含めた文化と経済の問題に行きつくと言えるでしょう。ウイグル族の話す言語は標準中

国語とは全く関連がなく、その文化は中国よりも中央アジア諸国のいくつかや中東地域の

近隣国と似通っています。また民族的にも文化的にも近いトルコはこれまで多くのウイグ

ル人を難民として受け入れてきていますが、今後、このことがキッカケでトルコと中国の

外交関係が脅かされる可能性があるとも示唆されています。

とくかくウイグル人は様々な問題を抱えながら生きている人々であり国際社会においても

今後注目が増えていく可能性があると言えるでしょう。

◎ 香川大学医学部・形成外科学教室での学習内容・研究発表

　　　　血流と血栓形成のメカニズムの解明

　 皮弁移植を行うにあたっては、組織の血行が担保される必要があります。　そのためには

皮弁への血流が確実に供給されることが必要ですが、状況によっては皮弁の血管が圧迫を

受けたり、不適切に配置されたりすることによって血栓が生じてしまうことがあります。

手術を成功させるためにはこうした血栓が形成されることを防がなくてはいけません。

そのためにはまず「どのような血流環境下において血栓は形成されやすいのか」を解明し

なくてはいけません。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか
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香川大学形成外科においては、特殊な血流環境の代表的な例として動静脈シャントモデル

を創り、同モデルを用いて血流と血栓の関係を解明する研究に取り組んでいます。

＊ウサギの血管を用いてモデルを作成します。大腿動脈ー移植血管ー大腿静脈よりなる

　ループを作成し、どの部分に血栓が生じやすいのかを解明します。

＊早期において血栓が生じた血管と開存していた血管との比較。白色血栓が早期閉塞の原

　因となること、ならびに早期における血栓の形成がなくとも、緩徐な晩期血栓が形成さ

　れうることがわかりました。

＊早期血栓と、部位との関連を検証したところ、動脈と移植血管の吻合部に血栓が形成さ

　れやすく、移植血管の反転部では白色血栓が外周側の血管壁に付着することがわかりま

　した。

＊移植血管の組織像を検証したところ、早期においては反転部位において外周側の内膜構

　造が障害を受けやすく、白血球が内膜に癒着することが解明されました。

＊晩期における移植血管の組織像を検査したところ、外周側に沿って成熟した血栓の形成

　が認められ、血管の内腔が狭窄することが確認されました。

＊流体力学的解析を行って血流の状態を可視化したところ、移植血管の内周側においては

　血流速度は低下していますが、外周側においてはhigh flowとなることが確認されました。

　このことから、なぜ外周側の内膜が障害を受けやすいのかが解明されました。

＊動脈から移植血管に血液が流入する部分と外周側においては血管壁にずり応力が加わり

　やすく、ために血栓が生じやすいことが解明されました。

　・特殊な血栓環境の代表的な例として動静脈シャントモデルを創り、同モデルを

　　用いて血流と血栓の関係を解明する研究に取り組んでいます。

　＜ロータリー米山記念奨学事業とは？＞

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会（以下、米山奨学会）は日本のロータリーが協同

で運営する民間奨学団体です。米山奨学会では日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し

支援する国際奨学事業を行っています。

（事業の使命）

　将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活躍しロータリー運動の良き

　理解者となる人材を育成することです。これは、ロータリーの目指す“平和と国際理解

　の推進”そのものです。

＊なぜ、外国人留学生を支援するか？

　この事業は1952年東京ロータリークラブは発表した

　「米山基金」に始まります。日本の創始者である故

　米山梅吉氏の生前の功績を讃え、後世まで残るような

　有益な事業を行いたい。東京ロータリークラブが設立

　したのは海外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援

　する奨学金事業でした。その背景には、二度と戦争の

　悲劇を繰り返さないために、“平和日本”を世界に伝え

　国際親善と世界平和を寄与したいという、戦後のロー

　タリアンたちの強い願いがありました。

＊ロータリー米山記念奨学金の特長

　交流を大切にしています。奨学生は毎月１回以上、世話クラブの例会に出席し、会員と

　の交流によって日本の社会を知り、ロータリークラブについて学びます。また、奨学期

　間終了後も「ロータリー学友」として国際ロータリーの国際的コミュニティに参加する

　ことができます。

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～
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　　米山梅吉
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（世話クラブ・カウンセラー制度）

　奨学生一人ひとりに地区内のロータリークラブが「世話クラブ」となります。奨学期間

　中、奨学生は世話クラブで奨学金を受け取り、交流します。さらに、世話クラブの会員

　が「カウンセラー」となって日常の相談役をつとめます。

（民間最大の国際奨学事業）

　2019学年度の奨学生数は868人、事業費は14億4千万円（2018-19年度決算）と、外国人留学

　生を対象とする民間奨学金では国内最大規模です。　これまでの累計奨学生数は21,023人

　（2019年7月現在）その出身国は世界129の国と地域に及びます。

＊学部・修士・博士課程ロータリー米山記念奨学金

　大学・大学院生の留学生が対象の代表的なプログラム。採用者の９割以上を占めます。

　　月　額 学部課程：10万円　修士・博士課程：14万円

　　期　間 課程修了までの最長２年間

　　募集方法 指定校推薦制度

　　対象者 ・指定校に在籍する正規留学生

・採用時に各課程の最終学年、もしくはその一つ前の学年に在籍

・45歳未満

　　　≪2670地区奨学生：香川分区（６人）≫　（2019学年度）

氏名 性別 国籍 学校名称 世話クラブ

張　青 女　 中国 香川大学 高松東

ﾌｧﾑ ﾃｨｰ ﾎﾝ ﾀﾑ　       　　女 ベトナム 香川大学 高松中央

艾則孜 尼牙孜  　　　　男 中国 香川大学 丸亀

池槿民 男　 韓国 高松大学 観音寺

ﾏｲ ﾃｨ ﾀﾝ ﾄｩｴﾝ                  女 ベトナム 高松大学 琴平

ｸﾞｪﾝ ｺﾞｯｸ ﾊﾞｵﾃｨ              女 ベトナム 高松大学 坂出

＊米山奨学会への寄付は２種類です。この事業は皆さまからの毎年の寄付で運営されていま

　す。また地区の奨学生数はほぼ寄付額で決まりますので継続的な支援をお願い致します。

＊米山奨学会への寄付は寄付金控除の対象です！

　ロータリー米山記念奨学会は内閣府より「公益財団法人」の認定を受けているため、当会

　への寄付は①所得税、②法人税の税制優遇が受けられます。③相続税も非課税となります。

★ 米山奨学会委員会の活動計画

　 ① 普通寄付金　一人／6,000円

② 特別寄付金　一人／10,000円

③ 準米山功労者（30,000円）、米山功労者（100,000円）、米山功労者マルチプル（第2回か

　ら第9回まで以降100,000円毎）、米山功労者メジャードナー（第10回から以降100,000円毎）

　を４名（クラブ会員数の10％）以上の輩出

　 米山記念奨学生の採用基準のうち、特別寄付金が金額でなく人数に変更された為、１０月の

米山記念月間～、例会時に一人／2,000円以上の特別寄付をお願いします。

　＜10月15日；8名の方が米山奨学会・特別寄付金2,000円をされました＞

　　　伊賀会長、氏家副会長、小宮山ＳＡＡ、秋山光宗さん、原さん

　　　納田さん、枝園さん、中さん

　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか

　　２．みんなに公平か　　　４．みんなのためになるかどうか

～四つのテスト～

言行はこれに照らしてから



【本日のニコニコ】

♣　 エズズ・ニヤズ様の卓話を終えて ：丸亀ＲＣ：吉田 正人 様

♣　 例会に参加させてもらって ：丸亀ＲＣ：齋賀  護  会長

♣　 米山奨学生・艾則孜 尼牙孜 様をお迎えして。客話を拝聴して

　 カウンセラーの吉田様、丸亀ＲＣ:会長の齋賀様、福田様、石合様、古川様。

　 ：伊賀  重夫 会長

♣　 　 〃 ：片岡  浩昌 幹事

♣　 　 〃 ：小宮山 滋 ＳＡＡ

♣　 四国シニアゴルフで６位に入賞しました。 　

 　日本シニアゴルフ選手権に出場できるようになりました。：久保田剛司さん（ダブル）

【来訪ロータリアン】（５名）

★ 齋 賀  　護 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）　  ★　 吉 田 正 人 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）

★ 福 田 洋 子 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）  　★　 古 川 芳 久 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ）

★ 石 合 由 明 氏　（ 丸 亀 ＲＣ ） 　

【メークアップ】（なし）

【出席報告】 　第２１４９回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３２名 ５名 ８６.４９％

　第２１４７回例会

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

４０名 ３名 ３７名 ３１名 ６名 ８３.７８％

【１０月２９日(火)の例会変更】→１０月２５日(金)午後７時～

丸亀東ＲＣ創立４５周年記念夜間例会（会長・幹事）

　【ステーキハウス千萬丸亀店】

　ロータリーの目的

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

　第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

　第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に

奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

　第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。

第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和

　 を推進すること。

事務所 　オークラホテル丸亀４３０号室 TEL；0877-21-6611　　FAX：0877-21-6655

例会日 　毎週火曜日　PM12:30~PM1:30 URL；http://www.marugame-east-rc.com

E-Mail；merc@soleil.ocn.ne.jp

＜１０月１日(火)例会分＞

　ＭＡＲＵＧＡＭＥ　ＥＡＳＴ　ＲＯＴＡＲＹ　ＣＬＵＢ 例会場
　オークラホテル丸亀　☎23-2222

〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50

＜１０月１５日(火)現在＞

本日はありがとうございました。　


