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★ご投稿、ご意見、ご要望： office@casej.jp 或は manager@casej.jp 
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本期内容 
━━━━ 
◆編集者語―――――――――――――――――――――――――――司宏俊 
◆協会動態 
 ・２０１０－２０１２理事会の発足に際して―――――――――――李 磊 
 ・事務局のご挨拶―――――――――――――――――――――――司宏俊 
◆「臨時理事会」について事務局の厳正声明――――――――――――事務局  
◆会規改定検討委員会立ち上げため募集のお知らせ―――――――――事務局  
◆事務局ブログ発足のお知らせ――――――――――――――――――事務局 
◆会員メーリングリスト管理報告―――――――――――――――――徐大威  
◆新理事紹介 
◆今月入会会員 
======================================================================= 
◆編集者語 
━━━━━ 
  
 協会のある打合せが終わったころはすでに深夜だった。あわてて最終電車に 
乗り込んだものの、終点はいつもの最寄り駅ではなく、途中の駅だった。 
 
 家までまだ道のりが遠い。どうしよう。タクシーを拾うか、レンタカーを借 
りるか。そう思っているうちに、歩こうか、と思った。地震が起きたら、都心 
に閉じこめられる帰宅困難者として、避難訓練と思えば。 
 
 そうきめて、一人の長征が始まった。 
 
 最初は住宅地の錯綜した細い道で戸惑った。迷い道もした。小田急の線路に 
沿って南に歩こう、と大きな方針を決めて、ひたすら前に進んだ。そうしてい 
るうちに、小田急の高架橋をくぐりぬけると、大きな道が現れた。 
 
 これは知っている道。まっすぐ歩くのみ。すごく安心した。 
 
 コンビニで水と食料を補給して、ひたすら歩いてきた。とうとう近くの駅ま 
で歩いた。普段、あまり運動も歩くもしないので、途中で足のすべての部品が 
ガタガタになってしまったが、その駅までは諦めなかった。 
 



 家に着いたら、地図で確認すると、１５km 以上も歩いたようで、自分でもび 
っくりした。 
 
 疲れましたが、収穫もあった。 
 またまた動ける。 
 信念を貫けば、道が開いてくる。 
 自信を持って進めれば、きっと結果が付いてくる。 
 そう思うようになった。 
 
 ふと思った。わが博士協会もまさに新しいスタートを発とうとしていないで 
しょうか。 
 
 長い選挙を経て、会員から選ばれた理事会がスタートした。事務局も発足した。 
 
 選挙中にいろいろとあった。いまだに一部の方が迷い道をしている。しかし、 
われわれは、博士協会の使命を忘れず、of 会員、by 会員、for 会員の信念を 
持って前に進んでいけば、きっと会員の皆様の支持をえて、迷っている方も 
悟ってくれると思う。 
 
 元気いっぱいの博士協会が世の中に輝き続けると信じている。 
 みなさん、その目標に向かって、力を合わせて、前に進めていこう。 
 
 ご挨拶：今号より、私、司宏俊のほうからメルマガの編集を担当させてい 
ただきます。まだまだ未熟で、至らないところ沢山あると思いますが、会員の 
皆様から、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 
  
======================================================================= 
◆協会動向 
━━━━━ 
        ２０１０～２０１２理事会の発足に際して 
                             李 磊 
  
 １か月余りの今回の理事会選挙で、会員の皆様の直接選挙により、全日本 
中国人博士協会 2010 年～2012 年新理事会は誕生されました。選挙管理委 
員の方々、すべての立候補の方々、すべての投票の方々、質疑応答を参加し 
た方々、旧理事会及び旧事務局の方々、大変お疲れ様でした。皆様のご努 
力に心よりお礼を申し上げます。 
  
今回の選挙で様々な問題提起もあり、混乱の局面もありましたが、協会の更 
なる発展の原動力になると思いまして、決して協会の分裂を図ろうとする理 
由には成れないと思います。会員の皆様のご良知を信じています。新理事会 



は協会の融合と会員同士の相互理解に努めたいですが、如何なる分裂行為を 
許すことはありません。 
  
新理事会メンバーはそれぞれご自身の立候補抱負の中でも述べられたように、 
会員の皆様のご支援とご指導の下で、会員にサービスする精神の原点に戻り、 
新規事業の立ち上げ、継続事業の充実拡大、遺留問題の検討処理によって、 
本会の新しい一ページを開くことができるでしょうと思います。 
  
新理事会は苦難なスタートを始めましたが、ぜひ会員の皆様に温かく見守って 
いただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
                 事務局のご挨拶 
                              司宏俊 
 
 会員の皆様、先般お知らせしたとおり、2010－2012 年度理事会の発足を受け、 
2010 年 8 月 5 日理事会の承認を得て、下記の通り、新しい事務局が発足しました。 
 
 今期の事務局におかれましては、通常の協会運営の事務的業務を行うとともに、 
今回の選挙で表面化された長年積み重なってきた会員名簿などについて、事務局 
は責任を持って確認、再整備することを目標とします。つきまして、会員の皆様 
にもご協力をいただけるようよろしくお願いいたします。 
 
 また、事務局の動向をまとめて会員に知らせる窓口として、事務局ブログを今 
月から発足します。理事会や事務局の動向のお知らせ、協会主催・共催のイベント 
情報、または会員のご依頼によるイベント情報などを随時更新する予定であります。 
アクセス方法などは別途お知らせいたします。 
 
 今期事務局が、大事な会員情報をしっかり管理すると伴に、最新の会員名簿を 
整理いたしますので、後日に事務局により会員宛にアンケートを送り致します。 
是非ご協力お願いいたします。 
 
 なお、今後、協会事務に関するお問い合わせ、情報提供、建設的な意見、要望 
などがあれば、事務局の専用アドレス office@casej.jp にご連絡下さい。 事務 
局が協会の窓口として、全力協会をサポート致しますので、どうぞ、皆さんの 
ご協力よろしくお願いいたします。 
 
 ●事務局構成  
 司宏俊  事務局長（兼メルマガ） 
 孔昌一  事務局長代理、会員管理、兼サーバー管理 



 蘇 州  副事務局長 会計管理、兼会員管理 
 徐大威  副事務局長 HP 管理、サーバー管理 
 ●事務局のメールアドレス： office@casej.jp 
               offices@casej.jp(送信専用) 
 
======================================================================= 
◆「臨時理事会」について事務局の厳正声明 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 最近、一部の会員の皆様に、CASEJ_MB という ML のもとで、全日本中国人博士 
協会事務局と称して「[CASEJ_MB :29] 特別理事会の発足を宣言します」という 
メールを受け取っていると思います。このメールに関して以下ことを声明いた 
します。 
 
（１）本会事務局は、casel.jp のドメーンからしか発信しません。また、本会 
事務局から上記のメールを送信したことはありませんでした。当該メールは、 
当協会事務局の名義を無断使用して行ったものである。ここで、発信者に対し 
て厳重な抗議を行うとともに、このような行為を直ちに中止するよう要求します。 
なお、発信者はすべての責任を負うものとし、当協会では、すべての法的権利 
を保有するものとします。 
 
（２）如何なる特別理事会は、会員選挙によるものではなく、協会規約で認め 
られないものであるため、当該特別理事会は無効なものである。 
 
全日本中国人博士協会  
事務局 
 
======================================================================= 
◆会規改定検討委員会立ち上げため募集のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
会員の皆さん： 
 
 多くの会員たちからの信頼に元付き、新しい理事会を発足してまいりました。 
しかし、ご存知のように今回の選挙にて、一連の出来事、協会会規の不健全によ 
りものが多く痛感しております。そして、協会の会規を改定することが本期理事 
会の最も重要な一大使命だと存じてております。また、民主の基本である：公平、 
公正、透明は我々のゆるぎなき信念でございます。それを追求するため、時代の 
変化に順応した不断の努力を続けたいと思います。 
 
 早速ですが、理事会の一部の方々により、会規改革検討委員会を立ち上げします。 



会規改革検討委員会が、会員にも公開募集しますので、是非奮ってご応募するよ 
うお願い致します。 
 
●会員である方が誰でも応募することが出来ます。 
●応募先：office@casej.jp 
●募集締め切り：２０１０年８月２５日 
 
 協会のため皆さんからの積極な参与をお願い申し上げます。  
  
======================================================================= 
◆事務局ブログ発足のお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━ 
 
博士協会会員の皆様 
 
この度の選挙は皆様に多大なご信頼を頂き、誠にありがとうございます。 
 
理事会の動向を会員の皆様にお知らせることや、会員様のご意見を理事会に 
フィードバックすることの効率を上げるために、事務局ブログを本日から正式 
運営致します。どうぞ宜しくお願いします。 
 
また、協会主催・共催のイベント情報や会員のご依頼によるイベント情報など 
も掲載させて頂きます。お問い合わせは事務局のメールアドレスまでどうぞ： 
office@casej.jp 
 
最後に、各記事の下に"comment"というリンクがあります。"comment"リンクを 
クリックし、皆様からのコメントをいただければ、メールの形で事務局に届き 
ます。是非コメントをお寄せください。 
 
http://casejoffice.sblo.jp/ 
ID:casej2010 
PW:casej 
 
以上簡単ながら、お知らせ致します。 
 
事務局ブログ担当より 
2010 年 8 月 17 日 
 
======================================================================= 
◆会員メーリングリスト管理報告 
━━━━━━━━━━━━━━━ 



 
(1) 会員メーリングリストにアクセス不能についての調査結果報告 
 
 最近に数名の会員が会員メーリングリストへ送信・受信不能の故障現象が指 
摘され、会員メーリングリストの自動履歴を調査しました。７月１６日から今 
日までの記録を調べたところ、3 名の会員が自らの操作ミスで会員 ML の購読を 
取り消した記録が確認された。 
 
 博士協会のサーバーのメーリングリストには fml というメール操作機能があり、 
ホットメールなど一部のメール閲覧システムは fml を利用し、利用者自身に 
メーリングリストの購読を取り消す機能を提供されます。しかし、ホットメール 
等が提供したこの取り消す用リンクを会員が不注意でクリックすると、会員は 
会員メーリングリストから離脱することになります。一方、システム上は会員 
のこの操作の結果として、会員から「unsubscribe (購読を取り消す)」コマンド 
を発信したことを記録として残します。今回の調査では 3 名の会員から 
「unsubscribe」コマンドの発信履歴を確認しました。 
 
 事務局からこの 3 名の会員のメールアドレスに故障現象を連絡し、その内の 
2 名から返事をもらいました。会員からメーリングリストに復旧する要望を 
受け、事務局は直ちに会員のメールアドレスをメーリングリストに再登録 
することで対応しました。 
 
 そこで会員の皆様にお願いですが、メーリングリストへ送信・受信不能の 
故障がある場合、まず事務局にご一報ください。事務局は事実関係を確認し、 
会員メーリングリストへ会員が送信・受信することを保障いたします。 
 
(2) メールアドレス更新についてのお願い 
 
 最近の選挙の盛況の関係で、長く廃棄されたメールアドレスから現在の 
メールアドレスに変更する依頼を 8 月に会員の 2 名から受けました。そこで 
会員の皆様にお願いですが、転職等でメールアドレスの変更が発生する場合、 
是非事務局にご連絡ください。メーリングリストの運営の性質上、長く連絡 
不能なメールアドレスはシステムで自動的にメーリングリストから除外され 
ます。連絡不能なメールアドレスは選挙などの協会の重要行事の際に行事の 
運営に支障を引き起こしますので、是非メールアドレスの更新をご協力くだ 
さい。 
 
全日本中国人博士協会 
事務局  
======================================================================= 
◆新理事紹介（Part1） 



━━━━━━━━━━ 
 
★朱憶天 
  
感謝博士協会各位会員的厚愛，在今后的２年中，将竭尽全力，積極依托在媒体工 
作期間積累的人際資源，拡大博士協会的影響力。同時，立足于国内，推動博士協 
会与国内政府機関、大学院校、経済文化団体の進一歩良性互動，為博士協会的繁 
盛打下堅実的基礎。另外，強化与博士協会会員的親睦交流，通過各種途径鼓励、 
発展更多的留日英才加入本会。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
★申雪寒 
 
抱 負 
 
 博士協会の主要な目的は、研究協力と学術交流の促進、情報共有と会員親睦の 
強化、中日両国における諸分野での架け橋、会員の潜在的なパワーの最大限の発 
揮、学術地位および社会地位の向上、我々の知恵と才能の貢献であり、博士協会 
の主要な宗旨は「務実、創造、掛橋、貢献」ですので、 今後、博士協会の主要 
な目的と宗旨に従って、北海道の理事として、北海道に居る博士方々の力も発揮 
できるように、博士協会の活動に対して責任と誇りを持ち、博士協会の地位を高 
め、さらに発展させるために、 
 
①年会費制度設立の提案 
今後、協会の更なる発展のためには、ある程度の経済力（経費、イベント、交際 
費等が必要です。現在の入会費だけの収入では、今後の協会の更なる発展は制限 
されると考えられます。協会の活動になかなか参加できない多くの会員にも、協 
会に貢献できる機会を与えます。 
  
会費制度について、私は以下の提案をし、進めて行きたいと考えています。 
（金額は参考として） 
  個人会員： 3,000 円/年 （中国人及び華人の個人） 
  学生会員： 2,000 円/年 （中国人及び華人の留学生） 
  法人会員： 30,000 円/年（１口） （中国系の企業及び団体）  
  個人賛助会員：30,000 円/年（１口）（日本人の個人） 
  賛助会員：50,000 円/年（１口）  （日本系の企業及び団体）  
 
②今後の理事選挙について、２回分けて、１回目は理事を選出し、２回目は当選 
した理事の中から会長・常務副会長を選出すること等の改訂を進めたい。 
 
③会員管理制度の健全化について、人格のない博士を入会拒否や除名が出来るよ 



うにしたい。 
 
④支部の設置について、今後、各地方会員間の交流、各支部間の交流、各支部と 
中国国内の交流協会全体の運営管理等もしやすくなると考えられ、是非地方支部 
や中国支部の設置をしたい。   
 
⑤NPO 法人化や社団法人の実現にも微力を尽くしたい。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
★李卿 
  
この度、波乱万丈な選挙において私、李卿に清らかな一票かつ貴重な一票を投じ 
て頂き、誠に有難うございました。 
 
皆様のご信頼及びご期待にしっかりと答えるよう新理事会で頑張りたいと思います。 
まずは、会員の皆様に感謝の意を表したく、ご挨拶させて頂きます。 
以下は私の略歴及び立候補の動機と抱負です。 
今後とも宜しくお願い申し上げます。 
 
抱 負： 
 
・今後、自分も責任感と誇りを持ち、もっと博士協会の活動に関わり、中国と 
日本における我が博士協会の地位と知名度を高め、博士協会をさらに発展させ 
るために、微力を尽くしたいと思い、立候補の決意を致しました。 
  
・今回の選挙を通して、博士協会の会則に不備があることを痛感し、新任理事 
として積極的に博士協会会則の改訂に取り込んていきたいと思います。 
 
・新規事業である協会の NPO 法人化の設置を検討するご提案にも賛同致し、建設 
的な発言を致します。 
 
・今後、中日間の学術交流、友好交流に関わる協会のイベントにも積極的に参 
画したいと思います。 
 
・私は長年森林浴の健康増進効果を研究・実践してきております。これからは 
自分の研究成果を活かし、博士協会で森林浴等のイベントを企画し、会員各位 
に森林浴の効果を享受して頂き、皆様の心身の健康増進に微力を尽くしたいと 
思います。 
想健康，森林浴！ 
想長寿，森林浴！ 
皆さん、一緒に森林浴に行きましょう！ 



 
======================================================================= 
◆今月入会会員 
━━━━━━━ 
 
姓名：常庆 男 33 岁 
国内毕业学校及学位：苏州大学 临床医学硕士 
目前就读京大学 医学系研究科 细胞生物学专攻 结构生物学 博士在读中 
国内工作简历：2000-2008 年 苏州大学第四附属医院（无锡市第四人民医院）。 
外科 2 年，胸心外科专科 6 年。职称，主治医师。专长，普胸外科肿瘤手术，高龄 
患者围手术期治疗。 
国内科研简历：参与国家自然科学基金，863 资助的多项科研工作，方向为组织工 
程化修复组织器官缺损。 
获奖，上海市科技进步一等奖。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
★投稿募集 
  
 協会のメルマガが月１期を発行してます。会員には、感想、雑談、思い出、提 
案などがあれば、どんなささやかのことでも構いませんが、皆さんからの投稿を 
お待ちしております。 
  
★編集者募集 
 簡単なエディタ編集ですから、有志者は下記事務局に連絡して下さい。 
  
                 連絡先：協会事務局 office@casej.jp 
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