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掘 田

▼会長挨拶
黒臼 秀之会長
みなさんこんにちは
先週下期初めての例会
には大勢の皆様に参加
していただきました。
また新しくスタートを
して参りますのでどう
ぞ宜しくお願い致しま
す。
本日はお客様が大勢見
えております。卓話を
お願します、阿依アヒマディ様。どうぞ宜しくお願
いいたします。地区の米山記念奨学部門委員長の齋
藤順彦様、齋藤様には昨年からお世話になっており
ます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。北本
ＲＣ副会長の白石晴彦様、ようこそお出でください
ました。米山記念奨学生のバングラデシュ出身のデ
ィパさんです。カウンセラーの宗像さんも私も優し
いですから気軽に相談してくれればと思っておりま
す。宜しくお願いいたします。最後の理事会でディ
パさんの受け入れについて話をして賛同を得られま
したので先週の例会で今週の例会からディパさんが、
いらっしゃることをお話しいたしました。ディパさ
んは大変緊張していると思います。これから大宮南Ｒ
Ｃの仲間として大歓迎したいと思いますので会員の
皆様ご協力の程宜しくお願いいたします。
詳しいことについて齋藤部門委員長はじめ、白石
さんにも話をしていただきますので宜しくお願いい
たします。
私事ではございますが、昨日、娘を成人式に送っ

敏 広 会 員

▼本日のお客様紹介
理 学 博 士
阿依アヒマディ様
米山記念奨学部門
委員長(越谷ＲＣ)
齋藤 順彦様
北本ＲＣ副会長
白石 晴彦様
米山記念奨学生
ロイ ディパ ラニ様
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て行った時に日本の子供たちは幸せだと思いました。
一方では、パリなどでテロがあったり、ナイジェリアでは
小さな子供による、爆弾を体に巻き付けたテロが続け
てあったりしています。親として子供に伝えて行かなけ
ればいけないと昨日の成人式の様子を見ながら感じま
した。起きてはいけないことが現実には起こります。
できましたらどこかで卓話の機会を設けますので大
宮南ＲＣの皆さんにデュパさんのふるさとのバングラデ
シュのお話をしていただけたらと思っております。私達
も知らないことが沢山ありますので勉強になります。どう
ぞ宜しくお願いいたします。

・ 埼玉大学で博士３年生です。糖尿病の研究をし
ています。
・ 日本で就職することを考えています。
･ ロータリークラブで人と人のつながりや日本のこと
を学びたかった。
･ 夫の出張が多く、小さな子供がいるため北本ＲＣ
の夜の例会に出席するのが難しくなりましたので
大宮南ＲＣを探してもらいました。 これからお世
話になります。宜しくお願いします。
北本ＲＣ副会長
白石 晴彦様
・ 北本ＲＣでは「青春メッセージ」という催しをやって
います。高校生、ロータリーの留学生、一般の方
達との交流・意見交換会などを行います。3 月 19
日にありますので是非お出かけください。
・ ディパさんには大宮南ＲＣと北本ＲＣの架け橋に、
また日本とバングラデシュの架け橋になってほし
いと話しました。

▼会長報告
宗像会員にカウンセラーの委嘱状が届いております。
来年の 9 月 30 日まで宜しくお願いします。

▼米山記念奨学金授与
米山記念奨学金が黒臼会長からディパさんに手渡
されました。

部門委員長の齋藤様から宗像会員に、カウンセ
ラーの委嘱状が手渡されました。

米山記念奨学金バッジが渋谷佳孝委員長に送ら
れました。
押目繁夫さん
根岸淳一さん

阪 泰彦さん
福地 賢さん

▼幹事報告

杉村俊明さん
山崎光夫さん

杉村 俊明幹事
・ディパさんから皆さんにお菓子をいただきました。
・新入会員の集い開催の案内が来ております。
・ロータリーレイトの案内、例会の案内が来ておりま
す。
・2 月 24 日のインターシティーミーティング(講演会・
合同新年会)の案内が来ております。

▼お客様挨拶
米山記念奨学部門委員長(越谷ＲＣ) 齋藤順彦様
・ 以前お願いしていました奨学生は「米山の会」に
出席できないという理由で何度もの話し合いの結
果、奨学生を辞退していただきました。
・ 大宮南ＲＣからは 100％の達成率で寄付をいただ
きましてありがとうございます。
・ディパさんを紹介します。
米山記念奨学生
ロイ ディパ ラニさん

▼委員長報告
国際奉仕委員会 清水 良朗委員長
・3 月 6 日～8 日の平和ロータリークラブとの交流事業
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に 19 名の皆様にお申し込みをいただきました。あり
がとうございました。
・早急にパスポートのご用意をお願いします。
・パスポートをすでにお持ちの方は、顔写真のペー
ジを委員長会社宛にＦＡＸで送ってください。
・内金として、3 万円のご入金をお願いいたします。

ですが研究所の中にいたのでは鑑定はできません。
現地に出向いて宝石を探し組成を分析し比較します。
宝石は 10 トン掘っても、10 カラットくらいしか見つかり
せん。質の良いモノはもっと少ないです。それらの成
分をグラフにしたりして多くのサンプルを作ります。
私はこの研究で世界を引っ張って行きたい。マネー
ジメントも勉強したい。そしてウイグルに帰って子供達
に教育をしたい。子供を育てたい。そうしないと子供達
はテロリストに走ったりする。知識が薄ければ何も通じ
ない。物も流通しない。ギャップが大きすぎて考え方も
違ってくる。子供達の教育が大事です。これが私の目
標です。頑張っていきたいです。
50 万気圧の圧力と 2000℃の温度の装置の中に溶
けた金属と炭素を入れて 2～3 週間すると一センチ位
の合成ダイヤモンドができます。天然ダイヤモンドとの
区別がつきにくいものが作られるようになってきました。
最先端の装置で調べないとわかりません。今は日本酒
からダイヤモンドを作ったり、水素とメタンガスでダイヤ
モンドを作ったり、どんどん技術が進歩して天然に近
いダイヤモンドが作られるようになってきました。です
から鑑別、鑑定する者はそれより先の研究をしていなく
てはいけませんせん。

▼今週のつぶやき
「今年の税制改正について」
龍前 篤司会員
「干支のお話・あの猫が招き猫に・・・」
山田 周二会員

▼卓話
理学博士

阿依 アヒマディさんの紹介
堀 奉之会員
業界はもとより世界でも有名な方です。ウイグル出身
で、北京大学で地質学を学び、京都大学で鉱物学博
士号を受け、その後、宝石の鑑定、鑑別の第一人者と
なり、宝石学分野で多くの論文を執筆するなど活躍さ
れている方です。
理学博士 阿依アヒマディ様
北京大学では玉石を研究していました。京都大学で
は地球惑星科学を専攻し、地球や、いろいろな惑星の
岩石、隕石を研究しました。その中でも最も重要なもの
は、ダイヤモンドの研究です。地下 150 キロメートルの
ところで成長するのでマントル起源の内容を調べまし
た。
大学卒業後、全国宝石学協会に入りました。まだ顕
微鏡とルーペで宝石を鑑別をしていました。これでは
沢山の合成品や科学技術の進歩もある中で肉眼での
鑑定、鑑別は無理です。そこでの研究は自分の指名
だと思いました。日本の宝石の研究を世界のトップレ
ベルに持って行こうと思いました。 鉱物はいろいろな
科学組成でできた物です。その組成を使っていろいろ
調べます。
その後、ＧＩＡ という宝石の鑑別、鑑定の教育や研究
ではトップの機関の招待で日本で研究所を作るのでや
ってくれないかと頼まれました。その時に堀会長に協
力していただきました。18 名から始めたスタッフは今は
60 名になりました。
今の鑑別は数千万円もする機械を使い宝石の組成
を細かいところまで調べます。宝石は地下からの恵み
です。マグマによって運ばれたものを私たちが掘って
見つけているのです。
鑑定機関の仕事はお客様から預かった宝石の鑑定

▼出席報告
会員数 41 名

出席者数 22 名

主席率 51.21％

ニコニコボックス
阿以アヒマディ様、齋藤順彦様、白石晴彦様
ロイ ディパ ラニ様、ようこそ。インフルエンザが流行
しています。うがい、手洗いをしましょう(黒臼、杉村)
本年も宜しくお願い致します。(高橋、小平、矢野) 阿
依アヒマディ様、卓話ありがとうございました。(片岡、龍
前、坂、佐藤、福地)明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。(藤井、大沢)お客様よう
こそ。(清水、齋藤)本年も宜しくお願い致します。阿依
アヒマディ様貴重なお話ありがとうございました。(山田)
齋藤様、白石様、ようこそ。(山崎)ロイ ディパ ラニさん
大宮南ＲＣへようこそ。皆さん、これからよろしくお願い
します。「ディパさん」と呼んでください。(宗像)阿依アヒ
マディ様、卓話ありがとうございました。齋藤委員長様、
白石様、ロイ ディパ ラニさんようこそ！！(柴田) ロイ
ディパ ラニさんようこそ大宮南ＲＣへ。バングラデシュ
の話を沢山聞かせてください。(根岸)本年もどうぞ宜し
くお願い申し上げます。阿依アヒマディ様、ありがとうご
ざいました。大宮南ＲＣの皆様にとって幸せな一年に
なりますように(渋谷)阿依先生、卓話ありがとうございま
した。ディパさん、よろしくお願いいたします。(堀田)
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