本日のプログラム
司会
伊藤
純君
・点 鐘
屋嘉比良夫君
・国 歌
「君が代」
・ROTARY SONG 「我ら日本のロータリアン」
・ビジター紹介
屋嘉比良夫君
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
屋嘉比良夫君
・卓 話
自己紹介
速水 啓志君
・卓 話
磯野 俊雄君
・幹事報告
加藤久仁明君
・点 鐘
屋嘉比良夫君

２０１４年２月７日（金）第２１７２回（２月第１例会）
り今日まで 45 年が経ちますがその設立当事から
のチャーターメンバーが今でも磯野俊雄会員、早
川八郎会員とお二人見えます、そしてお二人とも
元気に例会に出席されています、うれしい限りで
す。今年度は多くの会員が入会されて活気あるロ
ータリー活動が展開出来そうで楽しみにしており
ます。最後に新しく入会された会員の力とアイデ
アーで 45 周年の式典が盛り上がり無事行えるこ
とを期待しています。
幹事報告

幹事

加藤久仁明君

◎例会変更の案内
先週の記録
会長挨拶
副会長
大橋完一君
早いもので今期も早半ばを過ぎ今回は３度目の
会長代理挨拶となります。本日は私がロータリー
クラブに入会した頃の話と 45 周年式典について
少しお話させていただきます、私は 1981―1982
年度に入会、当時の会長は高柳さん、幹事は舟橋
さんでした。例会場は商工会議所で行われていま
した
メンバーも多く各委員会でいろいろの活動があり、
私も入会 2－3 年頃 SAA 委員会に配属されまた。
SAA 委員会は今の会場委員会でその頃は例会場
の設営を担当していましたので
例会の始まる前にきてロータリー旗、国旗などを
準備していました（今はホテルが準備）
、その後歴
代の会長がいろいろな活動（海外ロータリークラ
ブとの姉妹提携、友好クラブへの訪問など）され
てきました、そして会員が一番多かったのは岡島
年度と貴田年度の 87 名だった思います。設立よ
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ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○楊さん武さん春日丘 IAC の皆様ようこそお越
しくださいました。
屋嘉比良夫君
○奨学生の二人をお迎えして。
名畑
豊君
○楊さんの卓話を楽しみにしています。
近藤 太門君
○学生さんの元気な姿を見たいな。宅間 秀順君
○最近、ノーマークという運でクリニックの成約
が続いています。うれしい話です。蓮野 美廣君
○今日も元気に参加できる喜びで。青山 博徳君
○春日丘 IAC の皆様ようこそ、楊さんの卓話を聞
く喜びで。
足立 治夫君
浅井 瀧治君
磯野 俊雄君
伊藤 一裕君
梅田 英夫君
太田 弘道君
岡田 義邦君
岡嶋 良樹君
亀谷 鉦一君
加藤
茂君
河村 哲也君
加藤 宗生君
貴田 永克君
北
健司君
志水ひろみ君
芝田 貴之君
社本 太郎君
杉山 孝明君
杤本 正樹君
林
憲正君
速水 敬志君
古屋 義夫君
森田
誠君
山田
治君
山田 倫章君
和田 了司君
○いつもご協力ありがとうございます。本日皆様
より預からせて頂きました全額を、春日丘 IAC に
寄付させていただきました。
成瀬 浩康君
卓話
楊 成寧さん
私の故郷は山東省の済南市です。今日は山東省に
ついて簡単に紹介したいと思います。よろしくお
願い致します。
まず、山東省の位置は地図の赤い部分で示してい
ます。中国の東側にあり、北京と上海の間にあり
ます。
地形はほぼ平坦です
が、
中部は山がちで、
世界遺産である泰山
は特に人気がありま
す。東部は山の多い
山東半島となって海
に面しています。山東省の最高地点は泰山の頂点
で、標高は 1,545m です。中国で一番大きいな河で
ある黄河が山東省西部を貫き、山東省の北部で渤
海に流入しています。山東省の夏は蒸し暑く冬は

乾燥して寒いです。平均気温は、1 月で-5 度から
1 度、名古屋よりやや寒いです。7 月で 24 度から
28 度ですが、8 月、9 月の上旬で 30 度以上の日も
多いです。それは名古屋とほぼ同じです。
次に、山東省の各都市の人口・面積について紹介
します。済南は省都ですが、人口と面積は一番大
きい都市ではないです。日本語読みは「さいなん」
または「チーナン」です。
「チーナン」のほうが中
国読みに近いです。山東省で一番裕福の都市は青
島（チンタオ）です。人口と面積ともに一番大き
いのは臨沂市（リンギ）です。

そして、山東省の有名人について紹介します。中
国の文化に非常に影響を与えた孔子（こうし）は
春秋時代の中国の思想家、哲学者、教育家です。
儒家の始祖です。実力主義が横行し身分制秩序が
解体されつつあった周末、
魯国(ろこく)に生まれ、
周初への復古を理想として身分制秩序の再編と仁
道政治を掲げました。
孔子と弟子たちの語録は『論
語』
（ろんご）にまとめられた。孟子（もうし）は
中国戦国時代の儒学者であります。孟子はその母
が孟子を育てた時の話が有名な物語です。
孟子は、
「人の性の善なるは、猶（なお）水の下（ひく）
きに就くがごとし」
（告子章句上）と述べ、人の性
は善であり、どのような聖人も小人もその性は一
様であると主張しました。墨家の始祖である墨子
（ぼくし）は中国戦国時代の思想家です。一切の
差別が無い博愛主義（兼愛）を説いて全国を遊説
しました。墨子は儒学を学んで、儒学の仁の思想
を差別愛であるとして満足せず、独自の学問を切
り開き、墨家集団と呼ばれる学派を築くに至りま
した。
『三国志』
が
好きな方がご存知
だと思いますが、
諸葛 亮（しょかつ
りょう）は中国後
漢末期から三国時
代の蜀漢の政治家、
軍人であります。

グリセル・ジョイス・ワミルダ（屋嘉比良夫君）
＃６
12 月 14 日
あしながおじさんへ
最初に「おじさん
とご家族に、素敵
なクリスマスと新
年を」とご挨拶さ
せてください。
この数か月、わた
しにとってたくさ
んの事件がありま
した。一つ目は、
私は熱をだしてし
まい、
とても酷く、
そしてタイミングが悪かったのです。なぜなら、
ラタバン国立学校の市規模の数学大会に参加しな
ければならなかったからです。でも私は、発熱で
参加を止めませんでした。熱があるにもかかわら
ず、私は数学大会に参加して、私は団体口述の部
で優勝しました。次に学校の科学フェアがあり、
科学の先生はクイズＢＥＥ競技に参加するように
言いましたが、残念ながらまだ熱があったので私
は欠席して、お医者さんへいきました。そのイベ
ントに参加できず、楽しいことすべてを逃さざる
を得なかったのでとても悲しかったです。翌日、
ついに熱がさがり学校へ行くことができました。
その日は、私たちが「先生の日」をお祝いする日
でもありました。私たちは、贈り物と私たちが先
生のために作成した映像で、
先生を驚かせました。
私たちは市レベルの数学大会で勝ったので、地
区大会へいくことになりました。その大会の前に、
私たちはそこでも勝てるよう、復習など準備をし
ました。数学大会の日がきて、それはセブのボル
ボンで開催されました。残念ながら、私たちは優
勝することはできませんでしたが、私は沢山の友
達と出会うことができたのでよかったです。その
大会の後、来るべき報道コンテストに向けた打ち
合わせをしました。
私たちは、10 月に起きた大きな地震をはじめとし
ていくつもの災害を経験しました。それはとても
恐ろしい体験でした。地震が起こったとき私はベ
ッドにいて、
ただ兄弟たちが私のベッドで遊んで、
誰かがベッドを揺らしているのかと考えました。
すると、長兄が「地震だ！地震だ！」と叫びまし
た。私は急いでベッドから出て、妹と一緒におば
あちゃんが大丈夫かどうか確認しました。揺れは
とても強くて、お母さんは止まらないのではない
かと思ったそうです。私たちはあんなに大きな地
震の経験はなかったので、強いトラウマになりそ
うです。余震もたくさんありました。幸運にも、

家族は誰も傷つかず、家財や家も壊れませんでし
た。学校の授業は中止され、定期試験もキャンセ
ルとなりました。あの地震でおおくの被害をこう
むりました。あの日のことは忘れられません。
学校が再開すると、私たちは定期テストを受けま
した。大きな地震な後に、
「ヨランダ」と呼ばれる
強い台風がきました。超大型台風ヨランダがフィ
リピン諸島にやってくる前に、私たちは身の回り
の物を荷造りして、濡れないようにしました。と
ても沢山の準備が必要でした。ヨランダがセブに
来たとき、強烈な風が襲いました。私たちは風が
さらに強くなると、安全のためにおじさんの家に
すぐに非難しました。台風が去った後、私たちは
家に行き、家が損傷していないか確認しました。
少し被害はありましたが、お母さんとお父さんが
すぐに修理してしまいました。台風はセブ地方に
大きな被害をもたらしました。私たちはほとんど
一週間、電気のないままの生活で、ほんとうに苦
しかったです。
電気が回復したときは、
うれしく、
そしてもう電気のない苦労はしなくていいとて声
を上げて喜びました。ヨランダの後に、別の「ゾ
ライダ」という名の台風が来ましたが、幸運にも
ゾライダはヨランダほど強力ではありませんでし
た。
全ての生活が通常に戻ると、学校にまた通うこと
ができるようになりました。そして、報道コンテ
ストの打ち合わせをしました。先生は私に言いま
した。
「コンテストはそれぞれの部門で 2 人しか
参加できないので、おそらく次回参加することに
なるね」。私は悲しかったですが、受け入れること
にしました。そして、先生はみんなに、選考会を
することが公平じゃないかしら、と言いました。
わたしはとても緊張しましたが、懸命に最高のニ
ュース記事を書きました。すると幸運にも、私は
参加者の一人に選ばれました。
「学校報道会議」
は
セブ島のカルメンで開かれました。私は会場へ行
き、セブ島の北部、南部の別の学校から参加して
いる多くの参加者を見て、緊張しました。でも、
懸命に最高のニュース記事を書きました。
数多くのイベントが数学やほかの教科であります
が、すべて私は上手く成し遂げました。
私は、たとえ疲れようとも、ギターのような楽器
の演奏を本当にしてみたかったので、いとこはギ
ターの弾き方を教えてくれました。
とても楽しく、
上手く弾けるように努力しています。
それから英語のプロジェクトがあり、それはクリ
スマスに関するものです。ですから、自由時間に
は私たちは、セリフの詩を覚えるために演劇の練
習をしています。私たちは、月例テストの勉強も
しなければなりません。私たちの発表の日が来た
とき、たくさんの観客がいたので、とても緊張し
ました。でも私は自分の詩を上手く謳い、舞台で

立派に演じました。その後、月例テストがありま
した。テストは簡単ですが、難しい科目もありま
す。私はちゃんと上手く答えられました。私たち
は教室をクリスマスのランタンと他の飾りできれ
いに飾りつけして、クリスマスパーティーの準備
をしました。
以上です、あしながおじさん。もう一度ごあいさ
つします。
「素敵なクリスマスと新年を」

新規のあしなが奨学生から手紙が来ています
ジェーダン・スタア・ノベデク・フィン

年生です。私は映画を見たり、バドミントンをし
たり、絵をかいたり、歌ったり、踊ったりするの
が好きです。もちろん勉強も。私は貧乏な家族の
一員です。お父さんはただの建設現場作業員で、
お母さんは専業主婦ですから。私の関心は勉強だ
けにあります。それが私がよい成績をとっている
かという理由です。私が難しい授業を受けている
間、
私は生き残るために強くあることが必要です。
時々、私は弱気になります。家計が破たんしそう
になって、学校へ支払うほんの１ペニーですらも
っていない時なんかは特にそうです。また、学校
管理者が学費の徴収を始め、私が支払うべきもの
を持っていない時は特に、
ひどく弱気になります。
でも、財政的な理由で私は決して希望を失いませ
ん。時々、私は勇気をくじかれますが、希望と勇
敢な気持ちがまだ、私の人生に必要なことは勉強
を成就することだということを教えてくれます。
勝利へ向かう唯一の武器は私の闘う気持ち、唯一
の盾はあなたの援助なのです。あしながおじさん
本当にありがとう。
私は、あなたが私への援助を続けてくれることを
望んでいます。
私は本当にあなたのような誰かを、
人生特に勉強において必要としているから。私は
本当に、本当に、あなたが素晴らしい方だと思い
ます。もう一度、本当にありがとう・・・ありが
とう。

あしながおじさんへ
感謝の気持ちを伝えるのに、なにかもっと良い言
い方があればいいのに。どうやって神様や春日井
ロータリークラブの奨学金プログラムに感謝すれ
ばいいか想像すらつきません。私は奨学金にとて
も助けられています。奨学金は勉強にしっかりと
使わせていただいています。そして、かなうので
あれば大学で使いたいです。私や私の家族のよう
に貧乏だと、勉強するためには他の誰かからの援
助が本当に必要なのです。そして予期せぬことで
したが、私はあなたと出会う人生でした。あなた
は私に寄り添い援助してくれます。あなたは私の
道を、勉強を成就する輝かしい未来へ向かって、
明るく照らしてくれます。あなたと、あなたに、
そしてあなたのために・・・。わたしの心は感謝
の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう。
ところで、私はジェーダン・スタア・ノベデク・
フィンといいます。1999 年 11 月 10 日生まれで、
既に 14 歳です。私はアルセロ記念国立学校の 8

字は孔明（こうめい）です。蜀漢の建国者である
劉備の創業を助け、その子の劉禅の丞相としてよ
く補佐しました。今も成都や南陽には諸葛亮を祀
る武侯祠があり、多くの観光客が訪れています。
李清照（りせいしょう）は宋末期・南宋初期の女
性詩人です。女性の社会地位が低い当時において
も李清照の才能は全く男女の別を思はせない完璧
のものであって、李後主、李清照、李白を加へて

詞家の「三李」と認められています。
それから、観光地について紹介します。世界遺産
である泰山（たいざん）は一番良く知られていま
す。 道教の聖地である五つの山（五岳）のひとつ
であり、五岳独尊とも言われ、五岳でもっとも尊
いとされています。蓬莱（ほうらい）はよく蓬莱
仙境と呼ばれています。古代中国で東の海上にあ
る仙人が住むといわれていた物語があります。

故郷済南では千仏山（せんぶつざん）と 突泉（し
ゃくとつせん）が非常に人気があります。千仏山
では数多くの仏像が保管している万仏洞や絶壁の
下に唐代に創建された古刹興国寺があります。黄
金の弥勒菩薩は、日本の和歌山県会が寄贈したも
のであります。

済南には泉が多く、泉の都市（泉城）とも呼ばれ
ています。最も有名なのは良質な水が大量に湧き
出している 突泉（しゃくとつせん）です。

最後に食文化について紹介します。
日本では、「四
川料理」や「北京料理」が良く知られていますが、
山東省では塩辛い「魯菜」
（山東料理）として人気
があります。熱い油で炒める（爆炒）のは特徴で
す。主食はご飯ではなく、饅頭や麺類などがあり
ます。

ビールが好きな方は青島ビールがご存知だと思
いますが、中国読みはピージュゥ（p ji ）で
す。青島では毎年にぎやかなビール祭りを行うか
ら、興味がある方はぜひ参加してみてください。

山東省は有名な農産地であり、りんご、サクラ
ンボ、棗（なつめ）
、石榴（ざくろ）などの果物だ
けではなくかぼちゃなどの野菜の生産量も高いで
す。もし山東省に遊びに来られれば、山東料理と
新鮮な果物をぜひ楽しんでください。

元米山奨学生 武小燕さん
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