
■ 点　鐘 12：30

池上幸平会長

・支援留学生　スダシンハ サッタヤ プラバンダカさん

■ 会長談話
　経済ジャーナリスト 萩原博子さんの「銀行手数料の有料化」という記事を読み
ました。ゆうちょ銀行は1月から、他の銀行でも、手数料の新設や値上がりが続く
ようです。
　◎1月17日からゆうちょATMでは硬貨の入出金に「硬貨預払料金」が必要です。

・硬貨の入金は1回100枚まで、 1～25枚 110円
 26～50枚 220円
 51～100枚 330円

・出金は硬貨が一枚でも含まれると110円かかる。

■ ゲスト・ビジター紹介
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2021-2022 国際ロータリーのテーマ

奉仕しよう みんなの
人生を豊かにするために

2021-2022 RI会長
シェカール・メータ
＜インド（西ベンガル州）＞

　◎ゆうちょ銀行の窓口でも硬貨の取り扱いに『硬貨取扱料金』がかかる。
　　　・硬貨の金額に関係なく 50枚まで 無　料　
 51～100枚 550円
 101～500枚 825円　
 501～1000枚 1100円　　　　　　　
 以降500枚ごとに550円加算される
　◎窓口に硬貨を持ち込み、枚数の算定後に「料金が高いから預入れを辞める」といっても料金がか
かります。貯金箱やペットボトル一杯の硬貨だと、硬貨取扱料金がかさみ、貯金が目減します。

　◎昨年来頻発している「みずほ銀行のシステム障害」は信用を失いかねない大問題です。私たちと
銀行との付き合い方をみ直すきっかけになるのかなと思います。

伊那信金本店は大丈夫ですよねー･････加藤さん。
小銭を貯めてもダメなので、例会の時にお札でニコニコに皆さま出してください。



・委員長あいさつ　　宮澤豊和国際奉仕委員長
　本日はスリランカから来た支援留学生サッタヤさんの卓話をお聞きします。文
化等も違いますが、本日はいろいろ学ばさせていただきます。
　よろしくお願いいたします。

・卓話　スダシンハ サッタヤ プラバンダカさん
　皆さん、こんにちは。
Slid 1 サッタヤともうします。
Slid 2 2015年にスリランカから参りました。
Slid 3 この赤いドットあるところは私の実家
です。それはスリランカの西の方にある

NITTAMBUWAという町です。このスライドにのせてある写真は
私の実家の近くにある有名な所です。スリランカの空港も私の実家の近くにあります。家から30分位
で空港まで行くことができます。
Slid 4 私は日本に来る前は、スリランカの有名な大学で薬用の植物について研究していました。この
写真は私の大学の写真です。2013年に卒業してから2年ぐらい会
社で仕事をしました。
私は日本に来る1年ぐらい前、先に日本に住んでいた友達から日本
の高い技術について聞いて、とてもびっくりしました。日本の桜
がきれいなことや、日本の文化についてもいろいろなことを聞い
て、日本に興味を持ちました。それでいろいろな大学を調べたと
き、長野県は安全で、生活しやすいと思って、信州大学に決めま
した。
Slid 5 それから、2017年に信州大学大学院に入りました。今、博士課程の3年生です。植物遺伝育種学
研究室でトウガラシについて研究しています。　
Slid 6 今日は、私の研究と趣味、それから、スリランカの教育についてお話しします。
Slid 7 私のけんきゅうについて　かんたんに　ごせつめいします。

　経済ジャーナリスト 萩原博子さんの「銀行手数料の有料化」という記事を読み
ました。ゆうちょ銀行は1月から、他の銀行でも、手数料の新設や値上がりが続く
ようです。
　◎1月17日からゆうちょATMでは硬貨の入出金に「硬貨預払料金」が必要です。

・硬貨の入金は1回100枚まで、 1～25枚 110円
 26～50枚 220円
 51～100枚 330円

・出金は硬貨が一枚でも含まれると110円かかる。

■ クラブフォーラム

熊谷健幹事　幹事報告は別紙をご覧ください。

「国際奉仕委員会」

■ 幹事報告
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 101～500枚 825円　
 501～1000枚 1100円　　　　　　　
 以降500枚ごとに550円加算される
　◎窓口に硬貨を持ち込み、枚数の算定後に「料金が高いから預入れを辞める」といっても料金がか
かります。貯金箱やペットボトル一杯の硬貨だと、硬貨取扱料金がかさみ、貯金が目減します。

　◎昨年来頻発している「みずほ銀行のシステム障害」は信用を失いかねない大問題です。私たちと
銀行との付き合い方をみ直すきっかけになるのかなと思います。

伊那信金本店は大丈夫ですよねー･････加藤さん。
小銭を貯めてもダメなので、例会の時にお札でニコニコに皆さま出してください。

トウガラシのからみせいぶんである、カプサイシノイド、あまみせ
いぶんである、グルコース・フルクトース、そして、うまみせいぶ
んであるグルタミンさんは、とうがらしのおいしさにかかわる、じ
ゅうようなせいぶんです。しかし、トウガラシ かじつないの、これ
らの がんゆうりょうは、さいばいかんきょうの えいきょうで、お
おきくへんどうすることが、しられています。わたしはなかでも、
きおんや、リンのせひりょうが、トウガラシのカプサイシノイドが
んりょうや、とうがんりょうに あたえる えいきょうを、あきらかにする、けんきゅうに とりくんで
います。
Slid 8 わたしのけんきゅうでは、りんせひりょうの ぞうか が、カプサイシノイドの ぞうか、つまり、
からみの じょうしょうを、ひきおこすいっぽうで、かじょうな リンせようは、ぎゃくに、からみを、
ていかさせる こと を あきらかにしました。
Slid 9 また、さいきんはカプサイシノイドの、せいごうせいにかかわる、18いでんしのはつげんをし
らべることで、リンせようによって、カプサイシノイドがんりょうが、へんかするメカニズム の かい
めい に とりくんでいます。
Slid 10 つぎに、私の趣味についてお話しします。私の趣味は切手を集めることと、山に登ることと、
ジェットコースターにのることです。世界の切手を6歳位から集めています。日本に来てから日本の友
達からも切手をもらったので、まだその趣味を続けています。今いろいろな国の切手アルバム10冊位
あります。
Slid 11 山に登ることはスリランカの大学で始めた趣味です。スリランカにも国のまんなかに山がたく
さんあるので何回も登りまし。でも、スリランカの一番高い山にまだ登ったことがありません。でも
長野県には山が多いので、この5年間でいろいろな山に登りました。たとえば、蓼科山、経ヶ岳、燕岳、
甲斐駒ヶ岳、天狗岳、赤岳、守屋山などです。それから、富士山にも登りました。この山の中で一番
大変だったのは富士山です。富士山に登ったとき、雨がたくさん降ったので8合目までしか登ることが
できませんでした。でも、またチャンスがあったら、富士山の頂上まで登りたいという夢があります。
Slid 12 それから、スリランカにはジェットコースターがないので、日本に来てはじめてジェットコー
スターにのって、本当に楽しかったです。今まで富士急ハイランドに4回とナガシマスパーランドに1回
行って、ジェットコースターにのりました。私はスピードの速いジェットコースターにのると、体が
しびれた感じがして、ほんとうにワクワクします。
Slid 13 最後に、スリランカの教育システムについてお話しします。私は信州大学に入ってからいろい
ろなプログラムに参加しました。たとえば、伊那西高校の学生たちと一緒に日本の教育システムにつ
いて話したことがあります。そのとき、スリランカの教育システムは日本の教育システムとくらべる
と、違うところが多いと思いました。
Slid 14 スリランカでは、小学校から高校まで13年間勉強します。そのあとで4年間大学の勉強をしま
す。
Slid 15 大学まで、教科書と授業料と制服は無料でもらえます。日本と比べるとそれはいいことだと思
います。
Slid 16 スリランカの子どもは学校へ行かないといけないというルールがあります。そういうルールが
あるので、スリランカは南アジアの中で識字率が一番高いです。それで、このルールも大切だと思い
ます。みんな頑張って勉強するので、えらくなった人が多いです。たとえば、アメリカのNASA にい
る科学者2400人の中で11％の263人がスリランカ人です。これはいいことだと思います。
Slid 17 スリランカの小学校は午前8時から12時までです。中学校と高校は午前７時半から午後1時半
までです。
Slid 18 授業後は、スポーツをならったり塾で勉強したりします。
Slid 19 日本の学校はみんな中学校までだいたい同じレべルだと聞いたことがありますが、スリランカ
の一番いい学校は街にあります。まず、小学校で5年間勉強したら試験があります。その試験で一番よ
かった人は街にあるいい学校に入ることができます。
中学校の試験でも同じことです。一番成績がよかった学生たちはもっといい学校に入ることができま
す。高校で勉強する専門も選ぶことができます。たとえば、中学校の試験で 科学でいい結果だった人

だけ、高校で科学のクラスを選べます。
しかし、日本の高校では、まだ専門にわかれないで、大学に入ってから、専門の勉強を始めると聞い
たことがあります。　
Slid 20 スリランカでは、高校の2年間が終わったら、大学に入る試験があります。それはスリランカ
の中で一番難しい試験だと言われています。スリランカには国立大学が14校しかないので、合格した
みんなが大学に入れるわけではありません。2019年には約30万人の学生が試験を受けて、16万人の
学生が合格しました。しかし、その中で大学に入ることができた人は25000人だけでした。大学に入
れなかった人の中で、お金持ちの学生たちは留学します。それ以外の学生たちは会社に入るか、自分
のビジネスをやるか決めます。日本と比べると、それはスリランカの教育システムの悪い面です。
入学試験に合格しても大学に入ることができないことはよくないと思います。
もし、私立大学があれば、もっとたくさんの人が大学に行くことができます。しかし、今の大学生は
新しい私立大学をつくることに反対しています。それで、今、政府は新しい国立大学をつくろうと考
えています。
Slid 21 また、スリランカでは、子どもたちは小さい時から試験のために勉強しています。両親は毎日
「いい点数をとりなさい」と言って、勉強させます。子ども達は勉強以外にスポーツや音楽はあまり
しません。それで、ストレスが大きいです。そして、スリランカでは自殺する人が多いです。私は日
本のように子どもの時からバランスよく、スポーツをしたり、音楽を習ったりしたほうがいいと思い
ます。
みなさんは、どんな教育システムがいいと思いますか……

　伊那中央ロータリークラブのみなさん、奨学金をどうもありがとうございました。私はこの奨学金
のおかげで、アルバイトをへらして研究に集中することができました。本当にどうもありがとうござ
いました。
これで、私の発表を終わります。
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　伊那中央ロータリークラブのみなさん、奨学金をどうもありがとうございました。私はこの奨学金
のおかげで、アルバイトをへらして研究に集中することができました。本当にどうもありがとうござ
いました。
これで、私の発表を終わります。



・卓話　スダシンハ サッタヤ プラバンダカさん
　皆さん、こんにちは。
Slid 1 サッタヤともうします。
Slid 2 2015年にスリランカから参りました。
Slid 3 この赤いドットあるところは私の実家
です。それはスリランカの西の方にある

NITTAMBUWAという町です。このスライドにのせてある写真は
私の実家の近くにある有名な所です。スリランカの空港も私の実家の近くにあります。家から30分位
で空港まで行くことができます。
Slid 4 私は日本に来る前は、スリランカの有名な大学で薬用の植物について研究していました。この
写真は私の大学の写真です。2013年に卒業してから2年ぐらい会
社で仕事をしました。
私は日本に来る1年ぐらい前、先に日本に住んでいた友達から日本
の高い技術について聞いて、とてもびっくりしました。日本の桜
がきれいなことや、日本の文化についてもいろいろなことを聞い
て、日本に興味を持ちました。それでいろいろな大学を調べたと
き、長野県は安全で、生活しやすいと思って、信州大学に決めま
した。
Slid 5 それから、2017年に信州大学大学院に入りました。今、博士課程の3年生です。植物遺伝育種学
研究室でトウガラシについて研究しています。　
Slid 6 今日は、私の研究と趣味、それから、スリランカの教育についてお話しします。
Slid 7 私のけんきゅうについて　かんたんに　ごせつめいします。

次回例会
2月22日（火）　点鐘／12:30　　リモート例会
・クラブフォーラム「職業・社会奉仕委員会」

■ ニコニコボックス

◆池上幸平
◆熊谷健

◆小椋文成

◆池田幸平

◆下井達典

1/24．25．26日半日、ISO 14001の更新審査が終わりました。又1年後に向けて頑張ります。
毎度リモート例会で失礼します。
北京オリンピックたけなわですが、毎日みんなガンバッテます。高梨さらちゃん、羽生ゆづる
君、小平なおちゃん、みんなガンバったけれど残念でした。でも、結果は伴わなかったとして
も、そのひたむきな姿は、私たちに感動を与えてくれました。ありがとう。
サッタヤさん、卓話をよろしくお願いします。
コロナだけでなく天候も悪い日が続きますが、お体ご自愛下さい。
東京の孫が、異常な受験地獄からようやく開放されました。毎日塾通いの熾烈な中学受験。
何かが狂っている？おかしい。
今日は旧暦の小正月（元宵節）という事で。
コロナを心配せずに、東南アジアの正月・旧正月行事を見に行ける日を娯しみにしています。

■ 点　鐘 13：10

会員数45名　　　出席免除会員5名　　　長欠会員1名　　　本日出席率100％
前回出席率　修正なし

■ 出席報告

トウガラシのからみせいぶんである、カプサイシノイド、あまみせ
いぶんである、グルコース・フルクトース、そして、うまみせいぶ
んであるグルタミンさんは、とうがらしのおいしさにかかわる、じ
ゅうようなせいぶんです。しかし、トウガラシ かじつないの、これ
らの がんゆうりょうは、さいばいかんきょうの えいきょうで、お
おきくへんどうすることが、しられています。わたしはなかでも、
きおんや、リンのせひりょうが、トウガラシのカプサイシノイドが
んりょうや、とうがんりょうに あたえる えいきょうを、あきらかにする、けんきゅうに とりくんで
います。
Slid 8 わたしのけんきゅうでは、りんせひりょうの ぞうか が、カプサイシノイドの ぞうか、つまり、
からみの じょうしょうを、ひきおこすいっぽうで、かじょうな リンせようは、ぎゃくに、からみを、
ていかさせる こと を あきらかにしました。
Slid 9 また、さいきんはカプサイシノイドの、せいごうせいにかかわる、18いでんしのはつげんをし
らべることで、リンせようによって、カプサイシノイドがんりょうが、へんかするメカニズム の かい
めい に とりくんでいます。
Slid 10 つぎに、私の趣味についてお話しします。私の趣味は切手を集めることと、山に登ることと、
ジェットコースターにのることです。世界の切手を6歳位から集めています。日本に来てから日本の友
達からも切手をもらったので、まだその趣味を続けています。今いろいろな国の切手アルバム10冊位
あります。
Slid 11 山に登ることはスリランカの大学で始めた趣味です。スリランカにも国のまんなかに山がたく
さんあるので何回も登りまし。でも、スリランカの一番高い山にまだ登ったことがありません。でも
長野県には山が多いので、この5年間でいろいろな山に登りました。たとえば、蓼科山、経ヶ岳、燕岳、
甲斐駒ヶ岳、天狗岳、赤岳、守屋山などです。それから、富士山にも登りました。この山の中で一番
大変だったのは富士山です。富士山に登ったとき、雨がたくさん降ったので8合目までしか登ることが
できませんでした。でも、またチャンスがあったら、富士山の頂上まで登りたいという夢があります。
Slid 12 それから、スリランカにはジェットコースターがないので、日本に来てはじめてジェットコー
スターにのって、本当に楽しかったです。今まで富士急ハイランドに4回とナガシマスパーランドに1回
行って、ジェットコースターにのりました。私はスピードの速いジェットコースターにのると、体が
しびれた感じがして、ほんとうにワクワクします。
Slid 13 最後に、スリランカの教育システムについてお話しします。私は信州大学に入ってからいろい
ろなプログラムに参加しました。たとえば、伊那西高校の学生たちと一緒に日本の教育システムにつ
いて話したことがあります。そのとき、スリランカの教育システムは日本の教育システムとくらべる
と、違うところが多いと思いました。
Slid 14 スリランカでは、小学校から高校まで13年間勉強します。そのあとで4年間大学の勉強をしま
す。
Slid 15 大学まで、教科書と授業料と制服は無料でもらえます。日本と比べるとそれはいいことだと思
います。
Slid 16 スリランカの子どもは学校へ行かないといけないというルールがあります。そういうルールが
あるので、スリランカは南アジアの中で識字率が一番高いです。それで、このルールも大切だと思い
ます。みんな頑張って勉強するので、えらくなった人が多いです。たとえば、アメリカのNASA にい
る科学者2400人の中で11％の263人がスリランカ人です。これはいいことだと思います。
Slid 17 スリランカの小学校は午前8時から12時までです。中学校と高校は午前７時半から午後1時半
までです。
Slid 18 授業後は、スポーツをならったり塾で勉強したりします。
Slid 19 日本の学校はみんな中学校までだいたい同じレべルだと聞いたことがありますが、スリランカ
の一番いい学校は街にあります。まず、小学校で5年間勉強したら試験があります。その試験で一番よ
かった人は街にあるいい学校に入ることができます。
中学校の試験でも同じことです。一番成績がよかった学生たちはもっといい学校に入ることができま
す。高校で勉強する専門も選ぶことができます。たとえば、中学校の試験で 科学でいい結果だった人

だけ、高校で科学のクラスを選べます。
しかし、日本の高校では、まだ専門にわかれないで、大学に入ってから、専門の勉強を始めると聞い
たことがあります。　
Slid 20 スリランカでは、高校の2年間が終わったら、大学に入る試験があります。それはスリランカ
の中で一番難しい試験だと言われています。スリランカには国立大学が14校しかないので、合格した
みんなが大学に入れるわけではありません。2019年には約30万人の学生が試験を受けて、16万人の
学生が合格しました。しかし、その中で大学に入ることができた人は25000人だけでした。大学に入
れなかった人の中で、お金持ちの学生たちは留学します。それ以外の学生たちは会社に入るか、自分
のビジネスをやるか決めます。日本と比べると、それはスリランカの教育システムの悪い面です。
入学試験に合格しても大学に入ることができないことはよくないと思います。
もし、私立大学があれば、もっとたくさんの人が大学に行くことができます。しかし、今の大学生は
新しい私立大学をつくることに反対しています。それで、今、政府は新しい国立大学をつくろうと考
えています。
Slid 21 また、スリランカでは、子どもたちは小さい時から試験のために勉強しています。両親は毎日
「いい点数をとりなさい」と言って、勉強させます。子ども達は勉強以外にスポーツや音楽はあまり
しません。それで、ストレスが大きいです。そして、スリランカでは自殺する人が多いです。私は日
本のように子どもの時からバランスよく、スポーツをしたり、音楽を習ったりしたほうがいいと思い
ます。
みなさんは、どんな教育システムがいいと思いますか……

　伊那中央ロータリークラブのみなさん、奨学金をどうもありがとうございました。私はこの奨学金
のおかげで、アルバイトをへらして研究に集中することができました。本当にどうもありがとうござ
いました。
これで、私の発表を終わります。


