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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 8 月のロータリーレートは１ドル＝ 100 円

金沢百万石

パストガバナーからの手紙
149 回 炭谷 亮一

世界にユニークな大学と研究所物語 その１
「日本にも世界レベルの大学院大学開学」

私は科学雑誌に以下の様な募集広告を見て、一瞬

海外の学校かと思ったが、れっきとした日本の大学の

募集であった。

中秋の名月 9.20 19:00 金沢城にて

Kanazawa Hyakumangoku
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．

2013 ～ 14 理事・役員 委員会

(役員） 会長：野城勲 ｴﾚｸﾄ：宮永満祐美 副会長：若狭豊 副会長：魏賢任 幹事：上杉輝子 副幹事：井口千夏

会計：東海林也令子 SAA：武藤清秀 直前会長 北山吉明

（理事） クラブ管理運営委員長：西村邦雄 副：二木秀樹 親睦：○二木秀樹 金沂秀 村田祐一 杵屋喜三以満

井口千夏 宍戸紀文 プログラム：○魏賢任 木場紀子 谷伊津子 武藤清秀 SAA：○武藤清秀 大路孝之

川きみよ ニコニコ：○江守巧 東海林也令子 土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：○水野陽子 宮永満祐美 岩倉舟伊智

直前委員長： ○村田祐一

奉仕プロジェクト委員長：木場紀子 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 竹田敬一郎 木村幸生 社会：○谷伊津子

稲山訓央 辰己クミ 大沼俊昭 国際：○川きみよ 江守道子 井口千夏 東海林也令子

喫煙問題：村田祐一 会員組織委員長：金沂秀 副：辰己クミ会員増強修練：○藤間勘菊 石丸幹夫

炭谷亮一 金沂秀 魏賢任ロータリー財団委員長：藤間勘菊 副：永原源八郎 ロータリー財団・米山寄付：

○木場紀子 藤間勘菊 川きみよ 大路孝之 年次寄付：野城勲 広報委員会委員長：村田祐一 副：江守道子

広報：○杵屋喜三以満 相良光貞 宍戸紀文 ロータリー情報：○若狭豊 竹田敬一郎 山崎正美 会報ホーム

ページ：○石丸幹夫 宍戸紀文 稲山訓央 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 ★太字：理事役員

理事会オブザーバー・アドバイザー： パストガバナー炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241(事務局)村木早苗

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 幹事 上杉輝子

クラブ例会（木）等予定 2013-2014 年度

8 /29 丸田三智雄（office MARUTA 所長）

9 / 5 二木秀樹(職業奉仕）

9 /12 多田空仁彦（多田屋 代表取締役社長）

9 /19 会場変更例会(如来寺)稲山会員 のこぎり演奏

9 /26 スンダリミカ（ネパール大衆歌謡歌手）

10/ 3 例会休会 → 金沢北 RC 創立 40 周年記念例会

10/10 中里茂（いしかわ省エネ・節電アドバイザー）
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－募集要項－

出願期間 受付中～ 2013年 5月 31日（日本入国ビザが不要な方）
出願書類 ・成績証明書及び在学証明書または卒業（卒業見込）証明書

・小論文（英語 400字以内）
・パスポートのコピー

・推薦状２通以上

・TOEICもしくは IELTSのスコア
沖縄本島中部の恩納村に位置する沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、美しい珊瑚礁の海を臨み、亜熱帯の豊か
な森に囲まれた大学院大学です。OISTの教育研究活動は、神経科学、分子・細胞・発生生物学、数学・計算科学、
環境・生態学、物理学・化学の 5 分野に大別され、学内の公用語が英語という環境の中で、分野の壁を越えた共
同研究や交流が推奨される学際的で先端的なものです。2012年 9月には単一の研究科と専攻（科学
技術研究科科学技術専攻）を提供する 5年一貫制の博士課程が開設しました。OIST博士
課程プログラムや研究内容など、詳細は OISTホームページをご覧ください。（http://www.oist.jp）

沖縄科学技術大学院大学（OISTと以下略）は日本国内より海外で存在を知られる大学だろう。昨年 11月に開学し、
昨秋から大学院生の受け入れを始め、本格的に大学院大学として活動を始める。すでに 200 名の教員と研究者が
（その 2/3 が外国人）、100 名を越える研究支援スタッフと事務職員が働いている。5 人のノーベル賞学者が参画し
ており、その内の一人の OIST の理事をつとめる理化研の利根川 進 脳科学総合センター長は「なぜ理事を引き受

けたのか」との問いに対して「日本の大学を一から作り直すことはできないが、OIST ならトップダウンで真に新
しい創造的な研究環境を生み出すことができる」と答えた。

OIST は国立大学法人ではない、沖縄科学技術大学院大学学園法と言う特別な法律を根拠に設立された私立大学で
ある。資金は内閣府沖縄振興局から予算配分を受けている。しかし、課題もある。研究費も内部資金も現在のと

ころは手厚いが、新しい大学ゆえに外国人や若手の教員・研究者が多い為に競争的研究資金を獲得するハードル

は高い。「まず古手の研究者がどんどん競争的資金をとっていかなければならない」と副プロボストの銅谷教授は

言う。「沖縄の地域振興は OIST にとって世界レベルの研究機関になる以上に時間がかかる問題かもしれない。ま
ず世界に冠たる研究機関になることだ。世界から注目され研究者が多数出入りする研究機関になれば、沖縄への

注目は自然に高まるはずだ」と話す。

J．ドーファン学長（米スタンフォード大学線形加速器センター所長をつとめた物理学者）は以下の質問に熱く語
っている。

（大学が長期的に目指す目標は？）

「研究と教育で世界最高水準の大学になるとともに、沖縄の持続的な発展、ひいては日本の発展再生に寄与する

ことだ。世界の学術界や産業界で活躍できる若い人を育てることにある」と。

（大学の特徴は？）

「学際的な研究活動を重視している点だ。イノベーションや発見は学問がオーバーラッップする部分で生まれて

おり、世界の大学では学際的な研究ができる様に組織を見直す動きがある。我々は新設なので非常に有利である。

まず学部そのものを持たない、キャンパス内も研究者が自然に交流し会話を交わす設計にした。実験装置も可能

な限り共有スペースに置いた。研究者達がそこで交流し、機器の使い方のノウハウを交換する様に促している」

と。

最後に OISTは日本の大学制度に日本人自身が大きな風穴をあけたと言える。今後日本の
研究機関や大学にドラスティックなイノベーションが続々と行なわれるであろう。期待しようではないか！！

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

点 鐘
１．開会

２．吉田会員の法話

３．稲山会員 のこぎり演奏
快晴で満月がまばゆい

例会前 魏会員による、中国茶と月餅の

おもてなし があった

第 713 回例会
如来寺 お月見例会

9/19（木）19:00
出席率 22/37 59.46 ％

7 月修正出席率 72.58%
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吉田昭生会員の法話
兵庫県小野市の浄土寺の浄土堂(国宝)は、

鎌倉時代、建久年間(1192 ～ 1197 年)に重源

上人が建立した大仏様の建物です。堂内に

は巨大な阿弥陀三尊立像(国宝)があります。

弘法大師が作られたという溜め池に夕日が

反射して収斂されご本尊の足元をてらしま

す。まさに仏様がこの世に出てこられた様

です。夕日が差し込むと後光として輝き、

三尊が堂内に浮かび上がったように見えます。この建築様式により、西方浄土から

現世に来迎する仏たちの姿が動的に表現されて宗教的演出効果の多彩な堂宇として、

まさしく浄土堂の名にふさわしい建物となっています。

稲山訓央会員の演奏
Aura Lee
大きな古時計

琵琶湖周航の歌

海と闇と君

タイでおひるね

Melty Sunset

下三曲は、のオリジナル。

海と闇と君 映画「蟹工船」インスパイアアルバムに収録

タイでおひるね タイ応援ソング、ＤＡＭカラオケに収録

Melty Sunset アルバム「Schmelzend」に収録

＜食事・歓談＞

４．会長 挨拶 本日は３年ぶりに如来寺でお月見例会であります。中秋の名月に稲山会員のすば

らしいノコギリ演奏を聞きながらの例会に多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

５．ゲスト・ビジター紹介

ゲスト： 稲山会員 青木みのり 様 魏会員 虎井 様、楊 様、文 様、屈 様、薛 様

宍戸会員 平尾 佑紀子様 吉田会員 山崎 知恵 様

会員ご家族 石丸 恭子 様 村田 順子 様 川会員 お母様 山崎 裕司 様

吉田 敬子 様 吉田 淑子 様 吉田 憲子 様

交換留学生 Brianna さん

ビジター： 金沢香林坊ＲＣ 村野 元孝 様

幹事報告・委員会報告 金沂秀会員組織委員長 良い方がおられたら是非新会員ご紹介を
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食事会スナップ

食事会は、会員家族やゲストも沢山みえられ、年忘れ例会

にも匹敵する賑やかな会になりました。

如来寺の皆様や魏賢任の中国茶や御馳走など またお世

話さた会員 お酒を提供された会員に感謝します。


