
今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　壽永純昭君（14日）
　黒栁告芳君（18日）
　栗原良幸君（19日）

＊配偶者誕生日
　髙橋朋浩君（えりか夫人15日）

＊結婚記念日
　石村哲也君（13日）

点鐘　…黒栁告芳会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

ガルティマガルヨゲンドラ君（米山奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・第1回地区補助金説明会　ご案内

10月24日（土）14：00 ～ 16：00　第一相澤ビル
・神奈川県ロータリアン親睦テニス大会　中止の

お知らせ
・2020年10月「地域社会の経済発展月間」リソース

のご案内
・10月ロータリーレート　１ドル＝105円
・10月1日以降のロータリーの友事務所運営につ

いて
・ガバナー公式訪問の御礼

◎座間ＲＣ　より

・ＲＩ第2780地区第6グループゴルフコンペＡＧ
杯のご案内
11月11日（水）大厚木カントリークラブ
参加費：6,000円

スマイル

黒栁告芳会長・市川信也幹事
前田賢一会員より、問題がなければ退院は10月8日の
予定です。退院後は自宅で入院時と同じ様な生活をす
る、心配は尽きませんが皆様からの励ましが何よりの
力になっております。報恩感謝の心で頑張ります。と
のメールがありました。ご報告します。

黒栁告芳会長・市川信也幹事
ガバナー公式訪問で会員皆様のご協力ありがとうご
ざいました。鈴木会員、ヨゲンドラ君本日卓話宜しく
お願い致します。

鈴木茂男君
10月は米山月間であります！本日の卓話講師は米山
奨学生ガルティマガルヨゲンドラ君です。本日よろ
しくお願いします。

高羅真人君
妻の誕生日のお祝いをありがとうございます。

壽永純昭君
妻の誕生日の祝を有難うございます。

畑中雄太君
妻の誕生日のお祝いありがとうございます。まだプ
レゼント準備していなく…今日再確認できて助かり
ました。

第2902回例会（10月6日）☆司会　黄金井陽介 副SAA

今日の例会（2020年 10月 13日）

「感謝とおもてなしの精神」
担当：早嵜慶一郎君

次回の例会（2020年 10月 20日）

「職業奉仕・親睦活動合同例会」
担当：職業奉仕委員長 前島憲司君

親睦活動委員長 建部卓也君
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例会「米山月間」

担当：米山奨学委員長 鈴木茂男君
講師：米山奨学生 ガルティマガルヨゲンドラ君
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1

私私はは。。。。。。
東京農業大学 農学研究科大学院生博士後期課程3年生
ガルティマガルヨゲンドラと申します。

私のスピーチは：
2002年から2020年までの私の話です．
私の国．．．

生まれた所．．．

家族

小学校と中学校の先生

ネパールから日本

日本語の勉強

東京農業大学大学院に入学

研究….と 研究の応用

ありがとうございました日本．．．

メール：yogendra.gharti@gmail.com
携帯電話番号：080 7410 8760

私の国．．．

中国

平野は少ない．

山岳地帯

丘陵地帯が多く
と

私の国ネパールの風土 ネパールは場所により温度差があります。

高い: 1０0C から 150C 
低い:ー2０0C からー４０0C

高い: ３０0C から ３70C 
低い: ー３0C から ２0C

高い: ３８0C から 420C 
低い: 10c から 50C2

私の国ネパールは．．．

 温度と標高によって動物
や植物の生育できる種類が違
います。

場所によって民族や文
化が違うことがあります。

3

こちらは私の生まれた場所、小小学学校校とと中中学学校校

私私のの生生ままれれたた所所

私私のの生生ままれれたた所所

私私のの小小学学校校

4

私私のの中中学学校校

5

この画像はお兄さんの
卒業式があった２００４
年にとりました。

私私のの家家族族です。

東京大学 母は１５年前に
亡くなりました。

２月１０日に生まれて
せいご
生後8か月です

ビジネス

ビジネス
学校の先生 東東京京大大学学↓

オオススロロ大大学学↓
ププリリンンスストトンン大大学学↓
ククイイーーンンズズ大大学学先先生生

農業

しみんけん

イギリスの市民権

姉

母
父

姉

兄兄

娘

妹

弟

妻

小学校と中学校の先生

私は2002年に高校を卒業して、それから2007年まで小学校の先生に
なりました。

２００８年から大学に入り、中学生に数学と理科を教えるアルバイトをはじめ
ました。

2011年に卒業してから日本に来るまでは、中学校の先生として働いていました。

すうがく りか

6

はたら

おしはい

今日のお花

ライスフラワー（黒栁告芳会長）
ヒマワリ・バラ（鈴木茂男君）
トルコキキョウ（常磐重雄君）
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ネパールから日本に参りました．．．

7

２０１３年10月から２０１５年3月まで日本語の勉強をする…
ネパールの
収穫祭を金
沢の日本語
学校で紹介
しました．．．

8

植物にとって光とは...

エエネネルルギギーーエエネネルルギギーー
((((光光エエネネルルギギーー））光光エエネネルルギギーー））

環境に合わせた生育

光光
形形
態態
形形
成成

((日日長長や光光のの強強ささ等等……))

((((開花調節 等等……))))

ここ
うう
ごご
うう
せせ
いい
光光
合合
成成

化化学学エエネネルルギギーー

私の研究….と 応用
私はLEDをつかって植物がどうやって育ったり花を咲かせたりするかを見ています。

9

• 植物はエネルギーとシグナルを日光のこの波長から受信 してい
ますが...日光だけでは十分ではありません。

• 気候条件、土地構造などにより、足りない光があります。

Solar light spectrum

日光: 足りない…!
Solar light spectrum日光

農業におけるLED

• 単色光、長寿命、発熱が少ないなどの利点が あります。
• 植物への光質効果が明確では分かりやすい。

光の 期間 日長

ほこう

長日(10-11時間)+補光 12 時間(6:00-20:00)短短日日8時時間間

咲きます

咲かない

さ ひつよう ちがう

植物によって花を咲かせるために必要な光の時間が違う。

ちょうじつ
長日植物

たんじつ
短日植物

咲かない
咲きます

雨雨木木らら、、２２００１１５５

10

11

光シグナルの植物への影響

光の色に
よって
植物の形や
花が咲くま
での
期間が変わ
る。

雨木ら、２０１５

雨木ら、…

せいちょう かいか およ こうしつ えいきょう

イチゴの生長・開花に及ぼす光質の影響

2月月 2016   かからら 2月月 2017

光
(LED)

かぼう しんせんじゅう

Blue 29.4a 162.6a 229.4a
Green 25.4b 130.5b 172.1b
Red 18.8c 101.4c 124.1c

12

そだ けっか いっかげつ けいそく へいきんち

LEDで1年間育てた結果（1か月ごとに計測した平均値）

一個体あたりの
しょうか

小花の数

一個体あたりの花房 の 新鮮重
( gm / 1個体)

一個体あたりの
かぼう

花房の数

Magar, et.al. 2018
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出席報告　＜会員42名、出席対象39名＞

9 月 15 日例会　　確定出席率 90.00％ 10 月 6 日例会　　出席 31 名　欠席 8 名　出席率 79.49％
＜事後メイク＞
　難波有三君（9月23日／座間RC）

＜欠席＞
　建部卓也君・早嵜慶一郎君・福原譲二君・芳澤　渉君
　米山尚登君・金井良雄君・髙橋　宏君・前田賢一君
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Light 
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点点灯灯 時時間間 2:00 – 22:00 消消灯灯時時間間22:00 - 2:00 点点灯灯時時間間2:00 – 22:00
補補光光時時間間：：20 hrs （（2:00 – 22:00））

補補光光栽栽培培（（日日光光＋＋LED））がが生生長長・・開開花花にに及及ぼぼすす影影響響

この結果は…

ファレノプシスの生長・開花に及ぼす光質の影響

小花

花茎

ほほここううささいいばばいい ににっっここうう せせいいちちょょうう かかいいかか おおよよ ええいいききょょうう

補補光光栽栽培培（（日日光光＋＋LED））がが生生長長・・開開花花にに及及ぼぼすす影影響響

だんしょくこう けい

暖暖色色光光（（赤赤色色系系ののスス
ペペククトトルルがが多多いい））
3かか月月間間でで１１００００％％
開開花花,花花数数もも多多いい。。

れいしょくこう あおいろけい

冷冷色色光光（（青青色色系系ののスス
ペペククトトルルがが多多いい））
3かか月月間間でで６６００％％開開花花,
花花数数もも少少なないい。。

たいようこう

太太陽陽光光ののみみ：：
3かか月月間間でで
００％％開開花花,花花
数数もも少少なないい。。
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15

FL

単色光栽培が生長・開花に及ぼす影響

１６時間LED光 8:00 から 2４:00

•の処理を行った結果赤色光
で光合成活性が高まり早期開
花、花茎も長く、花数も多い。
•コチョウ ランにおいて、赤色
光は開花を促進させることが
分かりました。

青 遠遠赤赤色色赤

赤遠遠赤赤
色色

白色光

光シグナルの見た目への影響

青 赤

青色光：小柄でまとまっている：日本でよ
く好まれる

赤色光：大柄でひろがっている：ヨーロッ
パでよく好まれる
生産現場でLEDを使うと、その国の好み
に合った株を作ることができる。

Magar, et.al ( 2019 and 2020)

16

きこうじょうけんふ じゅうぶん にっこう ため ひつよう

• 気候条件で不十分な日光の為にLED ライトが必要になります.
かんきょうせいぎょ

•環境制御のためにLEDライトが必要になります。

•植物工場のためも．必要になります

将将来来ややりりたたいいこことと….
未来ではやりたいことはできれば過酷な 環境 下 に 住
む母国の人々の 暮らしを豊かにするために活躍していきた
い ですが、皆様からもご支援お願いいたします。
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ここのの機機会会にに参参加加ささせせてていいたただだきき

様々な学びの機会と祝福
を与えてくれた東京農業
大学、雨木先生に感謝して
います。

大学院卒業式2018

２０１８韓国コチョウランシンポジウムにお
いて最優秀賞ポスターにえらばれました。

公益財団法人ロータリー米山記念
奨学会の方々の支援のおかげで、
研究に専念することができました。
誠にありがとうございます。

助助けけとと提提案案をを誠誠ににあありりがが
ととううごござざいいままししたた柳柳田田様様。。
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