
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<食べることが出来る佐久の昆虫> 

タニシ、地蜂、ザザムシ、イナゴ、蚕のサナギ、バッタ、

コオロギ、カミキリムシ、ゲンゴロウ、カマキリ、オケラ、ク

ワガタムシ、カメムシ、セミ、カブトムシ・タガメ、ミツバチな

どの蜂類、木材の中にいる幼虫（トッコムシ） 

佐久地区では「ピンピンコロリの生き方のためには、昆

虫タンパクが大切」として三浦大助元市長が中心となり

「げんごろう会」を発足させて県内で集めた 

カブトムシやコオロギなど 11 種類の昆虫を味っていました

が平成 20 年頃から食材の昆虫の教が減り、材料の確保

が困難となり、昆虫の品数を少なくした会食会に切り替え

たと聞きました。昆虫が自然破壊などで少なくなり、また、

採取する人が高齢化したためでしょうか。世界で食用にさ

れる昆虫の種類は 1400 種以上といわれています。会員

の皆様、昆虫食会をクラブ運営委員会に提案してはいか

がですか。 

 

【幹事報告】 加藤 輝男 幹事 
１．成田守夫ガバナーより 

ガバナーノミニー（2022～2023 年度ガバナー）決定宣言 

   上沢広光氏 須坂五岳ロータリークラブ 

２． 「ダメ・ゼッタイ」国連支援募金事務局より寄付礼状 

３．例会変更 

上田六文銭ＲＣ １１月３日（火） 定刻受付なし 

千曲川ＲＣ １１月１１日（水） 定刻受付なし 

４．週報 

  南佐久、上田ＲＣ 

・来週 11 月 3 日（火）法定休日の為休会 

【本日の配布物】 

 週報 1505 号、理事会報告 

 

◆出席報告   小山 等 委員 

会員数 ２１名  出席義務者 ２１名  免除者 ０名     

本 日         出 席     １８名 

            事前 MU     ２名  ８３．２１％ 

前々回（10/6）    ＭＵ      ０名  ９０．００％ 

 

◆ラッキー賞     

ＮＯ．５    小池平一郎 君 

 

        

◆点鐘 黒澤 明男 会長 

◆SAA 川野 義春 委員 

◆ゲスト 徐 萍（ジョヘイ））様 （米山奨学生） 

◆SAA 坂口 明 君（東御ＲＣ） 

 

【会長挨拶】  黒澤 明男 会長 
皆さんこんにちは。 

今日は米山奨学生徐萍(ジョヘイ)さんをお迎えしており

ます。 

途萍さんは中国出身で信州大学繊維学部総合医理工学

専攻、博士課程 2 年生です。ようこそおいで下さいました。

そして世話クラブ東御ロータリークラブ、カウンセラーの坂

口明様ご苦労様です。歓迎申し上げます。本日は米山月

間に 

ふさわしい興味深い話が聞けると楽しみにしておりました。

宣しくお願いします。 

さて、山と川の自称「セミプロ」であります私、今年の収

穫の報告をします。最悪は「松茸」と「地蜂」でした。では、

地蜂についてその原因は、梅雨時の雨が多かった、長か

ったことが影響したと思いますが昨年は不作、本年は大凶

作でした。今秋 3 回地蜂採りに出役しましたが収穫は 0 で

した。採れなかったウサばらしに地蜂を初めとする「昆虫

食」について話します。 

長野県人は他県の人より「ゲテモノ」喰いとよくいわれま

すが、これは海のない、山が多い、昔は米がとれないなど

食料資源の乏しい地域の大切な栄養源として昆虫は食さ

れていたと思われますが、食糧事情が変わった今日では

あまり昆虫を食べなくなり、習慣が薄くなってしまいました。 

前立線がんを患っている私の知人がお医者さんから地

峰を 1 日 5~6 粒食べるとガンが良くなると云われ昨年 3 回

蜂の子を送りました。本当に効くのかなと思いながらです

が、過日ガンの数値が改善されたと連絡があり感謝されま

した。 

フランス料理では軟体動物のカタツムリをエスカルゴとし

珍重されておりますが、我が国独自の「昆虫食」は見た目

の悪さから気味悪いとして見向きもしないことに疑問を感じ

ております。今世界では栄養学的に良質のタンパク質、ミ

ネラル類が豊富なため、昆虫は健康に良いものとして注目

されており、将来人類が長期宇宙滞在の食糧源として(乾

燥すると軽くなり少量となる上、少ない飼料で生育可能)研

究されていることなど「昆虫食」が地域固有の食文化として

見直される時期が来るかもしれません。 

 

 

◆会 長 / 黒澤 明男     ◆副  会  長 / 小林 秋生 

◆幹 事 / 加藤 輝男    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 朝倉 俊次 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 3 階 

NO．１５０６  令和２年１０月２７日 
 

2020～2021 年度 

国際ロータリーのテーマ 

 



◆ニコＢＯＸ  橋詰 希望 委員     

 

 

【本日のプログラム】 「米山奨学生 卓話」 徐 萍（ジョ ヘイ））様 

 

  

     

 

私はさまざまな趣味を持っております。 

特に、音楽と旅行と料理が大好きです。 

美味しい料理を食べて、幸せな感じがします。 

最近よく日本料理の作り方を習います、本当に面白かったです。 

  

 

 

黄山松. 古代から「黄山を見ずして、山を見たというなかれ」と言われ、数多くの文人が訪れた。 

  山顶（（さんちょう）。日の出を楽しむことができます。 

 

黒澤 明男君 徐さん、ご歓迎します。 

小林 秋生君 

一年、早いもので来年の執行部の役員・

理事を選任する指名委員会が委嘱され

ました。来期は会長を拝名する予定にな

っています。どうぞよろしくお願いします 

小池平一郎君 

米山記念奨学会と財団の委員長の役得

の様に徐萍さんにラッキー賞を引いて頂

いてありがとうございます。カウンセラー

の坂口さんようこそ！一年ぶりのラッキ

ー賞です。 

掛川興太郎君 職業奉仕の為、早退します。 

 

加藤 輝男君 

徐さん、カウンセラーの坂口さんご苦労

様です。プログラム楽しみにしています。 

楽しみと言うと今日ロータリークラブの無

尽があり松茸三昧です。青松会員にご

協力して頂きありがとうございます。 

青松 英和君 
信州の昆虫食の会長の話は面白かった

です。 

橋詰 希望君 
徐萍さん、坂口様本日はありがとうござ

いました。 

朝倉 俊次君  

 

専専： 不不不不不工工

安安工安安工

2012年9月 - 2016年6月

術衣

ママ マ

おむつ

古代から「⻩⼭を⾒ずして、⼭を⾒たというなかれ」と⾔われ、数多くの⽂⼈が訪れた。奇奇怪怪

雲雲

温温

仙仙



 

宏村（こうそん） 水墨画のような美しさ

 

マオドウフ毛毛毛

臭鳜鳜
チ チ チ チ チ チ チチ

⻩⼭⽑峰茶
（こうざんもうほうちゃ）

焼焼
シャオビン

伝伝不伝白い⽑カビ

山の麓（ふもと）には、明の時代の伝統的な建築様

式（けんちくようしき）の民家（みんか）が残る「宏村

（こうそん）」があります。 

2000 年に世界遺産に登録されました。 

宏村は水墨画（すいぼくが）のような美しさから中国

中から人々が写生（しゃせい）に訪れる 

緑茶, 中国十大銘茶の一つ。 

伝統料理。表面がふわふわとした白い毛カビで覆われ

た豆腐。油で炒めて、ソースを付けて食べます。 

そこに着ればきっと楽しめる！ 

天天工工安工

ア ア ア ア最も 長い図図図

960メ チ メ メ

マ ス アア ス

国国国国国を 開開さ ささ さ

2016年9月 – 2019年3月

 

天天アイ（ 観観観） 瓷房子（磁器の家）
花瓶
プレート

磁器

ボウル

若者に⼈気のデートコース

 

大学卒業後、天津工业大学に進学しました。 

図書館はアジアで最も長い図書館です。 

体育館は多くの主要なイベントを主催しました。 

 

多くの国が相次いで天津租界を設置し、中国で最も

租界の数が多い都市となった。  

天津市には残っている、イギリス、フランス、米国、イ

タリア、オーストリア、ドイツ、日本のスタイルからの

建物がたくさんあります。 

狗不理包子（肉まん）
天津煎餅
てんしんせんべい

麻花（マーホア）

天天ダック甘栗 (てんしんあまぐり)

天天の名名名名

 

嘎巴菜（ガーバツァイ）

油条（ヨウティヤオ)

豆腐脳(トウフウナオ) たくさんの⼈が並んで
朝食を買います

天津の昔ながらの朝食には極
めて特色あるご馳走がある

 



          
 

 

 

 

 

 

 

次 週 のプログラム： １１月 ３日   法 定 休 日 の為 休 会   

次々週のプログラム： １１月 １０日  「会 員 卓 話 」 

 

实践难点

留学

自分の研究体験について、材料の重要性を強く感じます。

日本は材料技術の強国 （水処理用ナノろ過膜）

先進的な材料を勉強したいです。

漢字の使用で、中国の学生は日本に留学する時に親近感を
感じます。

日本は教育を重視する先進国です。

日本に留学

 

大学の先生になりたい

興味を持つ研究をしたいです

博士学位が必要

国際的なジャーナルに濾過膜に関する 2つの
論⽂を発表しました

ナノ濾過膜材料の開発と応用

 

今、信州大学繊維学部倪研究室の博士二年生です。 

私の研究テーマはにナノ濾過膜材料の開発と応用です。 

私は国際的なジャーナルに濾過膜に関する 2 つの論文

を発表しました。 

卒業後、研究を続けて、大学の先生になりたいと思い

ます。 

 

私は修士卒業した後、201９年 4 月 1 日に信州大学

大学院に入学しました。 

日本は教育を重視する先進国です。日本と中国は

隣の友好国です。漢字の使用で、中国の学生は日本

に留学する時に親近感を感じます。 

日 本の環境と文化が好きになりました。日本の生活

と文化を体験したいので、日本に留学しようと決心し

ました。 

成绩与思考

幸せなこと

今年4月にロータ
リー米⼭奨学生に
なった、今とても
幸せを感じていま
す。

日本語

私の日本語はまだ
下手ですから、こ
れからも一生懸命
日本語を勉強した
いと思います。

感謝

今後ともよろしくお願いいたします。
 

日本に来てからもう１年半を過ごしました。 

今年 4 月にロータリー米山奨学生になった、今とても幸せ

を感じています。 

ロータリークラブの例会と活動に参加でき、親切な皆さん

と出会えたことを心から感謝しています。 

私の日本語はまだ下手ですから、これからも一生懸命日

本語を勉強したいと思います。 

 

 


