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塚田メディカル・リサーチ様の紹介 
             西澤 文登君 

 今日は米山奨学生の王
さんとカウンセラーの丸
子 RC 小宮山さんをお迎
えしました。ありがとう
ございます。後ほど王さ
んにはお話をしていただ

きます。今、王さんのお国の中国と日本は政
治的には残念ながらうまく行っていません。
だからこそ米山奨学制度のような民間の交
流が必要です。上田六文銭 RC の今年のク
ラブ目標は「共に生きる！」です。互いの政
治信条や宗教の違いを越えて、互いに認め
合い、助け合って社会生活を構築していく
ことから世界平和も生まれてくるのではな
いかと考えます。 
 今月は米山月間であると共に職業奉仕月
間です。10 月 25 日はその一環として企業
訪問を行います。今回の訪問企業は真田町
本原にある㈱塚田メディカル・リサーチ様
です。社長の塚田修さんは本来泌尿器科医
で、上田腎臓クリニックの院長もおつとめ
です。上田西 RCの会員です。彼とは高校時
代の同期生というよしみで今回お願いして
訪問させていただくことになりました。彼
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は医者として日々の業務の中から風船の原
理から点滴や注射に応用できる医療器具を
発明し、独自の技術も開発してそれを製造
販売するベンチャービジネスを立ち上げま
した。それが塚田メディカル・リサーチです。
この技術が宇宙航空研究開発機構(JAXA)
に注目され、宇宙空間でのマウス長期飼育
実験の給水器に採用されました。５年ほど
前に打診され、試作を繰り返して国際宇宙
ステーション(ISS）の日本実験棟「きぼう」
で見事その役目を果たしたということです。
上田のベンチャー企業が宇宙開発の一端を
担ったということは素晴らしいことだと思
います。今回の訪問はクリーンルームなど
中枢の施設には入れませんが、その環境を
見るだけでも我々に勇気を与えてくれると
思います。 
 塚田院長の病院、上田腎臓クリニックの
待合室兼ロビーに一枚の貼り紙があります。
正確ではありませんが、たしかそこには次
のような内容が書いてあります。 
１．防げる病気は防ぎましょう。 
２．治せる病気は治しましょう。 
３．治らない病気とは気長にゆっくり付き
合いましょう。 
その通りだと思います。塚田院長は時代

の最先端の技術開発に携わると同時に、高
齢化社会に対応する医師として、この頃は
「看取り（みとり）の医学」を方々で話して
います。当クラブでもスピーチの機会があ
ったらと思っております。 
 

松澤 一志君 
1.  RIより 
 ・アトランタ国際大会のご案内  
２．ガバナー 原 拓男様より 
 ・ガバナー公式訪問 お礼状 

３.  AMUより 
 ・「さくらの会」のご案内 
 ・「うえだ多文化交流フェスタ 2016」の 

参加ご案内 

全会員配布物 
１. 当クラブ会報  第 910号 
２．2015-16年度  年次報告書 

その他 
１． 本日例会後理事会です。 
 

 
 
 
 
 

生川 秀樹君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 22 5 - 77.27％ 
前々回 23 5 1 82.61% 

丸子 RC   
小宮山陽一様 お世話になります。王さん

素晴らしい留学生です。よろ
しくお願いします。 

西澤文登君 王さん、小宮山さん今日はあ
りがとうございます。柄澤さ
んと共同で「うさぎ追いし山
極勝三郎物語」の映画観賞券
を進呈いたします。 

松澤一志君 王莉莎さん、ようこそお越し
くださいました。卓話楽しみ
にしています。 

宮原宏一君 米山奨学生、王莉莎さんカウ
ンセラー丸子ロータリー小宮
山さんよろしくお願いしま
す。 

西澤尚夫君 王さん、ようこそ。中国のお
話楽しみにしています。 

中澤信敏君 娘の部屋に 4つのテストが書
かれて飾ってありました。家



 

 

第 911 回例会 2016年 10月 11 日 

族例会でメモしてきたみたい
でした。 

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 

柄澤  堯君 鹿志村恭彦君 

水野 泰雄君 中沢利樹男君 

生川 秀樹君 斉藤惠理子君 

 
 
 
米山月間・米山奨学生卓話 

 米山奨学生 王 莉莎様 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 中国は省23個（その中、台湾も入ってま
す）と自治区と皆さん知っている北京市・天
津市・上海市・重慶市の4直轄市です。それ
から、香港・マカオの2特別行政区です。古
い歴史により、文化や経済方面はそれぞれ
特徴があります。 
面積が約96万平方キロメールです。日本
面積の約25倍です。首都は北京市、現在の
大統領は習近平です。 

人民元は日本
円と同じ、紙幣
もあり、硬貨も
あります。円高
のために、現在
100円は約6.6
元となります。 
標準語は北京語ですが、地域によって、方
言もあります。広東語、上海語、台湾語、湖
南語、江西語、東北弁などもあります。それ
から、チベット、ウィグルなどの各少数民族
はそれぞれの固有の言語も使用しています。
それは、日本の方言とは違い、外国語みたい
の存在です。 
2013年の人口調査で、約13億人がいます。
実は、1949年から人口が激増し、1979年か
ら一人っ子政策を実施しはじめました。一
人っ子政策に反して生まれたために戸籍を
持つことができません。戸籍を持ってない
人の数が総人口のおよそ１％に当たります。
ですから、中国の人口はおそらく15億いま
す。一人っ子政策を実施し、約35年経って、
人口増加率は持続的に低下します。2015年
に一人っ子政策を廃止しました。 

中国は多民族の国です。漢民族と55の少
数民族があります。その中、漢民族は92％
を占めます。各民族は各文化、各言語があり
ますし、特色衣装、イベントもあります。私
は漢民族で、巴図さんはモンゴル族です。実
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は、内モンゴルはモンゴル族の人が約２割
しかいないです。漢民族は約80％がいます。 
中国の伝統的な記念日がいくつあります。
日本のお正月も過ごしますが、やはり春節
が最大のイベントです。旧暦の１月１日に
新年を祝う旧正月があり、ほとんどの人が
実家に帰ります。もちろん仕事も休みで、多
くのお店が休業となります。中国人は家族
団らんということを大切にします。それで、
正月にはどうしても帰省したいのです。親
も子供達が帰ってくるのをとても楽しみに
します。春節以外、元宵節、お端午の日、中
秋節もあります。そして、今中国はちょうど
国慶節の休みです。約１週間から10日のお
休みとなります。伝統記念日は伝統的な食
べ物があります。元宵節はゴマ団子を食べ
ます。お端午の日はちまきを食べます。中秋
節は月餅を食べます。 
食べ物を話
したら、必ず
中華料理を
お話しした
いです。こち
らは日本の
中華料理屋
さんで食べ
られる中華
料理の一部ですが、この中、中華料理ではな
い食べ物もあります。杏仁豆腐とか、エビチ
リとか、私は日本に来た前に、名前さえ聞い
たこともありません。 
今日は六つの珍しい中華料理を皆さんに
紹介したいと思います。 

 まず、豚の脳み
そ！なじみの無
い食材は、日本人
には悪趣味な、い
かもの食いと感
じられるかもし

れません。しかし、食べてみて下さい。 恐
れるような味ではありません。むしろその
柔らかい独特の食感は癖になるかもしれま
せん。 

 鴨の血を固め
たビタミン豊富
の一品料理です。
女性に特におす
すめです。私は四
川味が大好きで
す。唐からしいっ

ぱい入れて、辛いけど、美味しいと思います。
鴨の血以外、中国人は豚の血と羊の血など
も食べます。 

 カエルは、中
国ではポピュラ
ーな食べ物です。
裸煮以外、唐揚
げの食べ方もあ
ります。鶏肉に 

            似た味で美味し 
                       いです。 

 骨付き蛇肉の
唐揚げ、滋養強
壮の源、蛇料理
です。中国で蛇
は、一般的な食
材として扱われ
ています。 
うさぎ肉。さ
っぱりした食感
です。母はたま
に作りますが、
可愛くて、口に
は入らないです
ね。 


