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30

出席者

25

出席率
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前回修正

―

和男
次回・次々回に渡って、お話ししたいと思います。
まず、日本におけるﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｸﾗﾌﾞである「東京ﾛｰﾀ
ﾘｰｸﾗﾌﾞ」は、大正 9 年 10 月 20 日、東京丸の内の銀
座クラブという建物で超一流の実業家 24 名によっ
て創立されました。初代会長は米山梅吉、初代幹事
は福島喜三次でした。人格的にも立派な大実業家ば
かりの集まりでしたが、ﾛｰﾀﾘｰのことはよくわかっ
ていないようで、各人が「俺のお陰でﾛｰﾀﾘｰがある」
という考え方ばかりの人たちでしたので、月一回第

皆さんこんにちは、お久しぶりです。
まずは先だってのガバナー公式訪問が、ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞと

二水曜日の例会も碌に集まらず、さればかりか年末

していろいろ不手際はありましたが、当ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰ

年始は休会にしたりして、真面目にﾛｰﾀﾘｰ活動はし

のご協力と、ｶﾞﾊﾞﾅｰ様及び他ｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞｰの熱き友情

ていなかったようです。初代会長の米山さんは、ｸﾗ

によりなんとか終えることができましたことに心

ﾌﾞ維持のため、ﾙｰﾙと親睦が対立した時はﾙｰﾙの方を

より御礼申し上げます。

捨てたように、妥協を強いられたようです。

また、本日は大変お忙しい中、ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨
学学友副委員長

石井成人様、奨学生

李

志君、

その後、ｸﾗﾌﾞが安定してくると米山さんは、ﾙｰﾙを
重視するようになりましたが、そのことが一部の反

ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員 岡部みゆき様にお越しい

感を買うことにもなったらしいです。しかし、この

ただき、重ねて御礼申し上げます。

ような状況の東京ｸﾗﾌﾞに電撃的なｼｮｯｸを与えたの

さて本日の会長の時間は過去数回のﾃｰﾏ「ﾛｰﾀﾘｰの

が大正 12 年 9 月 1 日に発生した「関東大震災」で

基礎知識」に沿って、
「日本ﾛｰﾀﾘｰの歴史」を題材に

した。当時日本には「東京ｸﾗﾌﾞ」と「大阪ｸﾗﾌﾞ」し

かなかったのですが、時のＲＩ事務総長ﾁｪｽﾚｰ･ﾍﾟﾘｰ

◇ｽﾘｰﾃﾞｰﾏｰﾁ 中止のお知らせ

は、直ちに 25,000＄の大金を義援金として東京ｸﾗﾌﾞ

◇国際ﾛｰﾀﾘｰ出版物日本語版注文用紙(抜粋)

に送ってきまして、これが差水になって、世界中の

◇第 3 回青少年交換委員会ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ開催のご案内

503 ｸﾗﾌﾞから、この 25,000＄を含めて総額 89,000

11 月 10 日（日）国立女性教育会館 13；00～
◇再 (日本のﾛｰﾀﾘｰ 100 周年記念ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ)頒布につ

＄の義援金が送られてきました。
これを見て、腰を抜かすほど驚いたのが米山さんは
じめ日本のﾛｰﾀﾘｱﾝであり、それまでﾛｰﾀﾘｰなど大し
た組織ではないと馬鹿にしていたのですが、これは
大変な組織だというので、それから謙虚にﾛｰﾀﾘｰの

いてご協力のお願い
◇「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」広報掲載新聞送付のご案内
10 月 24 日付の読売新聞埼玉版
◇2020～2021 年度 米山記念奨学生 受け入れの
お願い

奉仕を学ぶようになったらしいです。
そしてそれまで、東京ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞは、特権保有ｸﾗﾌﾞ
として、毎週一回の例会の開催を義務付けられてい
ませんでしたが、それからはこの特権を放棄して、

◇学友会ﾆｭｰｽ

2019－20 年度 第 4 号

◇2019－2020 年度 「ﾛｰﾀﾘｰの友」今月のみどころ
配信について

毎週必ず例会を開き、奉仕に耳を傾けるようになっ

◇第３ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 徳永 眞澄様から、12 月

たようです。時に、大正 13 年 11 月 14 日のことで

14 日（土）に開催される、会員増強ﾌｫｰﾗﾑに入会

した。この続きは次回例会時にお話しさせていただ

候補者のご出席のお願い

きますので本日はこの辺で終わりとさせていただ

◇例会変更・・・飯能 RC、入間 RC、入間南 RC、

きます。

所沢 RC、新所沢 RC、所沢中央 RC
◇週報・・・・・飯能 RC、新所沢 RC、所沢東 RC、

幹事報告

荻野

陽一

所沢中央 RC

理事会報告
◆役員選考委員会の設置と構成の承認
指名委員

ﾛｰﾀﾘｰの友

地区代表委員

岡部みゆき様

2名

◆吉安扶輪社訪問・・・12/6(金)～8(日) 8 名参加
◆ｸﾘｽﾏｽ ﾊﾟｰﾃｨｰ・・・12/21（土）ﾍﾞﾙｳﾞｨ ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ
◆新年会

1/14（火）堤新亭

◆ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶｯﾌﾟｻｯｶｰ大会 協賛

1 万円

幹事報告
◇第 7 回日台ﾛｰﾀﾘｰ親善会議 福岡大会のご案内
2020 年 3 月 6 日(金) ﾎﾃﾙﾆﾕｰｵｰﾀﾆ博多
◇ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学会ﾆｭｰｽ ﾊｲﾗｲﾄよねやま 235 号

「友」みごころを配信しています。是非ご活用下さ

◇「RIJO-FAQ」

い。又、「投稿」も積極的にお願いします。

＊2019 年 11 月ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1 ㌦＝108 円

増強フォーラムを 12 月 14 日（日）13 時から、

＊配信履歴(～2019 年 9 月末 ～10 月末)

熊谷キングアンバサダーホテルで開催いたします。

◇ 再 2019 年度 米山記念奨学部門ｸﾘｽﾏｽ会のご

是非ロータリーに興味ある方、ロータリーを確認

案内 12 月 8 日（日）16：30～ 川越東武ﾎﾃﾙ

したい方 お越し下さい。第３グループ代表は新所

◇派遣年度 2021 年 7 月 1 日～2022 年 6 月 30 日
ﾛｰﾀﾘｰ財団「海外派遣」 奨学生募集ﾎﾟｽﾀｰ掲示の
お願い

沢ロータリークラブ
です。

中川

潤さんがパネリスト

ニコニコボックス
川越ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

内野

石井

忍

新井

孝敏 しばらく欠席していました。申し訳あ
りません。石井様 李様

茂人様

くお願いします。

本日は、米山月
間の卓話に、米

内野

忍

石井

ようこそお出で下さいました。本日は

ｰ」君をお呼び

宜しくお願いします。
金岡

悟

先日のｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟに参加していただい

うございます。

た皆様 ありがとうございました。本

これからも御

日の卓話 石井様 李様 宜しくお願い
します。

協力宜しくお願い致します。

髙橋

和男

茂人様 李 志君 岡部みゆき様

山奨学生 「ﾘｰｼ
いただき、有難

大舘

信夫 前回欠席しました。

す。

和記

毅

本日はﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学学友副委員

徳江

和宏 前回欠席です。

坂戸ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

岡部 みゆき様

長 石井

卓話よろし

お世話になりま

茂人様 奨学生 李

前回欠席。

志君

岡部みゆき地区代表委員様 ようこそ
お出で下さいました。短い時間ですが

🌸所沢市福祉高齢者支援課より、５クラブ
共同事業の感謝状を頂きました。

宜しくお願いします。
荻野

陽一

本日は、ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学学友副委
員長 石井
様

成人様 奨学生

李

志

卓話宜しくお願い致します。又、

ﾛｰﾀﾘｰの友地区代表委員

岡部 みゆ

き様お出でいただき有難うございま
す。
鈴木

眞澄

ﾛｰﾀﾘｰの友の岡部さん ﾛｰﾀﾘｰ米山の石
井さん 奨学生の李

志さんお忙しい

中、当クラブの例会に参加いただき、
石井

秀夫

有難うございます。

2019-20 年度 米山月間 米山記念奨学部門

米山記念奨学会 学友委員会副委員長

卓話

石井様 奨学生

李

志さん

李

志さん（中国 山東省） 早稲田大学

本日は

有難うございます。宜しくお願い致し
ます。ﾛｰﾀﾘｰの友

岡部 みゆきさん

ようこそお出で下さいました。有難う
ございます。
内田

学

ﾆｲｰﾊｵ

李さん 石井さん 西ﾛｰﾀﾘｰに

ようこそ。
鈴木

伴忠

米山記念奨学会 学友会副委員長石井
様

本橋源太郎

奨学生の李さん

本日の卓話宜

皆様、こんにちは。今日卓話させていただいて、

しくお願いします。

とても嬉しいです。今回の卓話では、私の地元、そ

石井様 李様 本日は宜しくお願い致

して地元の居民たちの伝統や生活について話しい

します。

と思います。

まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。私

では、詳しく話させていただきます。まず梁山県

は１９９３年１１月生まれ、今年２６歳になりまし

について紹介させていただきます。梁山県は古典小

た。２０１２年高校卒業してから、地元を離れて、

説水滸伝の舞台であります。大昔は梁山泊という沼

上海理工大学の管理科学部に入学しました。大学で

がありますが、今はなくなりました。伝説のみがた

は、短期留学生として、一ヶ月間日本に来ました。

くさん残りました。梁山のことを日本で調べたとこ

当時は日本の大学の雰囲気に惹かれて、大卒後日本

ろ、日本文化の繋がりがあると発覚しました。日本

に留学しようと思いましたが、お金の問題でなかな

の大画家、歌川国芳さんが梁山人物を描いたことが

かできませんでした。そして大学卒業した後、地元

あります。小説の人物の性格を、独特な絵で表しま

に戻ってチャイナモバイル山東省支社という会社

した。やはり日本と中国の繋がりが長い、深いと感

に就職しました。仕事中、やはり自分が留学を諦め

じました。

ないということで、２０１７年の４月に来日しまし
た。一年間で日本語学校を通って日本語を勉強しま
した。2018 の４月から、早稲田大学院人間科学研
究科に合格して入学しました。データの分析方法や
見える方法を研究しております。２０１９年から、
ロータリー米山奨学生となりました。今は入間クラ
ブにお世話になっております。ロータリーの奨学生
となってから、色々の活動を参加させていただき、
とても楽しかった、本当にありがとうございます。

続いては曲阜市、ここで孔子が祀られている「孔

では、地元の話に移りたいと思います。山東省は

廟」と、孔子とその末裔の墓所である「孔林」、孔

北京の南、上海の北、ちょうど真中ぐらいです。地

子の子孫が暮らしていた「孔府」の 3 か所が、1994

理的には、山東省は日本に一番近いです。そのため、

年に世界文化遺産に登録されました。紫禁城につぎ、

山東省には日本の企業さんがたくさんあります。ま

中国で二番目大きな建築群です。毎年９月 28 日の

た、東京と同じ緯度なので、天気も似ています。海

前後 10 日間に曲阜で孔子を記念するため、
「孔子国

にちょっと離れたので、台風はあまり当たりません。

際文化祭」というイベントが行われます。28 日に

ここで一つ日本と中国の違いを話させていただき

は「曲阜孔廟祭孔大典」という孔子を祭る式典が開

ます。それは行政区画の違いです。中国では、一番

催されます。しかし、地元の居民にとっては、あま

目の行政区画は省、自治区、直轄市、二つ特別行政

りこの祭りに行かないと思います。曲阜市は観光地

区の香港とマカオ、二番目は市、市から県。日本は

として有名であるので、交通はとても便利です。高

都道府県から市。行政区画においては、中国と日本

速鉄道を利用すれば、ペッキーから２時半、上海と

は逆になっています。私が最初日本に来た時、少し

青島から 3 時半くらいで行けます。だから地元の人

迷いました。

にとっては、曲阜市は単なる駅だと思うかも知りま

話を戻って、今回皆様にご紹介したいのは四つの
地域です。まずは古典小説水滸伝の舞台の梁山県、

せん。ちなみに、早稲田大学には、孔子像がありま
す。これは中日友好の象徴と言えると思います。

続いでは曲阜市、ここは世界文化遺産に登録されま

微山湖は中国北地方で一番大きな湖です。中学時

した。孔子の生地として世界に知られている。毎年

代には、良く友たちと一緒に釣りに行きます。現在

たくさんの観光客がいらっしゃいます。そして私を

観光業を発展するため、整備をきちんとしています。

育てた町です。私は小学校から高校まで、ずっとこ

微山湖といえば、郷土料理の鯉やナマズの鍋料理が

の町に住んでいます。最後は、夏の思い出がたくさ

有名です。鍋の周りは小麦から作られるせんべいみ

ん残される微山湖です。

たいな物です。とても美味しかったです。

最後は私を育てた町を紹介したいです。中国の発

泥まみれのままお客様の前に出すのは当たり前

展が早いので、十年間で風景が大きく変わりました。

なことだと思われます。これは自家の野菜は新鮮で

地元の商店街は日本の商店街と同じ、お洋服屋さん、

ある証と思われます。最近では、野菜市場にスマホ

お菓子屋さん、お惣菜屋さんがたくさんあります。

でお金を支払うことができるようになりました。

うちの学校に近いので、よくその辺で晩ご飯を食べ

中国では、みんな団地のような集合住宅に住んだ

て家に帰ります。残念ながら、この商店街が大手不

方が多い。この集合住宅区には、コンビニやジムな

動産屋に買収され、一昨年に取り壊されました。

どの施設があります。日本では、一戸建てが多いで

日本では食べること、着ること、住まうこと、そ
うした生活の基本を漢字で簡潔に表現しようとす
る時は「衣食住」（いしょくじゅう）などと表現す

す。中国で立派な一戸建てはお金持ちしか持ってい
ません。
交通においては、みんなはバスや自転車を利用す

る。中国と同じ言葉で、交通を加えて、
「衣食住行」

る方が多いです。地下鉄や電車などは、上海といっ

と表現する。中国はとても広いので、各地域の違い

た大都市しか持っていません。日本は電車を利用す

があります。今回地元の居民の話を例として、話さ

る方が多いです。初めて日本に来たとき、新宿駅に

せていただきます。

迷いました。
日本と母国の架け橋となって、交流を深めること
は私たち米山奨学生の使命だとおもいます。メデイ
アやネットの情報は、偏ったものが多いです。
実際の中国人は日本人と文化の違いが多い一方、
共通点もたくさんあります。先月、入間万灯祭に参
加させていただきました。本当の日本人の生活を体
験して、本当にありがたいです。このような素晴ら
しい祭りを、もっと中国の観光客に紹介してあげた

着ることと言えば、まず思いつくのは人民服、こ

い。また、このような貴重な卓話の機会を通じで、

れは孫文を記念するため服であります。実際には、

本当の中国を日本の皆様に紹介したいと思います。

これは日本の学生制服をモデルにデザインした

ここで、私の卓話を終わらせたいと思います。ご

ものです。そしてチャイナスーツ、実際には清代末

清聴ありがとうございます。

期の中国式服装なのです。一応流行ったことがあり
ますが、今の若い子は着ないです。最後は漢服、漢
服は漢民族の伝統的な服飾であります。伝統文化の
見直しため、最近若い人たちに人気があります。
中華料理といえば、四川料理を思いつくのが多い
ですが、私の地元にも独特な食文化があります。卵
や肉、野菜などを油で揚げて、パンみたいなものに
挟まれて、そして香辛料や豆板醤などを加える食べ
物は屋台で一番人気な食べ物です。冬には、フーラ
ータンとラム肉スープが定番だと思います。冬は寒
いから、辛いものやラム肉などは人を温める機能が
あります。この二つのスープは朝で食べて、一日に
ぽかぽかで過ごすことができます。
中国の野菜、果物や肉などは、量り売りです。野
菜を洗うや事前のふるい落とすはあまりしません。

今週の担当

小暮 博攵

