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■会長の時間

■点鐘

（会長

内田信行 )

■国歌斉唱「君が代」
暑い暑いと言っていた夏もいつも間にか 10 月
に入り、秋の足音が聞こえてきました。

■ロータリーソング「四つのテスト」
（ソングリーダー

金もくせいも花をつけ色々な場所から香りが漂って来ます。

古田哲朗 )

7 月に植えた苗も稲穂が立派に育っています。あと 10 日もした

■熊本東南ロータリークラブの歌「Joyful And Good」

この前みんなで稲刈りをしたのに、やがて 1 年がたつと思うと本
当に早いです。10 月 27 日 ( 日 ) には新米を準備し、秋のバーベ

■来訪者紹介
（会長

ら稲刈りです。

キューを企画します。また年末には、もちつきもしますので、み

内田信行 )

なさまはりきって参加してください。
9 月 21 日〜 9 月 30 日までは秋の交通安全週間また 9 月は 20

卓話者

日から 26 日まで動物愛護週間でもありました。

米山奨学生

劉航さん（人吉中央ＲＣ）

米山奨学生カウンセラー

山下紀之

君（人吉中央ＲＣ）

うちには、12 年前に息子が自販機の下から拾ってきたメスネコ
と、11 年前カラスが、くわえて飛んで居るとき、暴れて事務所
前で落ちた血だらけの子猫を動物病院に連れて行き、そのままう

米山奨学生

李靖清さん

ちにいて結局二匹のネコがいます。まさか二匹のネコを飼うとは
思いもせず。まあ、私には何の相談もなく気が付いたら二匹が我

■今月の誕生祝い

がもの顔で暮らしていたという感じです。
野良猫の平均寿命は約 3 年と言いますので、もうずいぶん長生き
です。毛も抜けるし、ウンチも臭いのですが、夜中に帰ってくる

【会員】

と玄関に出てきてくれるし、名前を呼べば、3 回に 1 回くらいは

河岸

彦治

会員

１０月１０日

内田

信行

会員

１０月１９日

白石

繁

会員

１０月１８日

1 歳をすぎた頃に 2 匹とも手術をし、ニューハ一フになっており

岡本千代門

会員

１０月２５日

ますので、子供が産まれる事はなく、外には 1 回も出したことが

松本

一也

会員

１０月２４日

ない内田家のお宝ネコは、魚と肉の味は知りません。最後まで、

山本

浩之

会員

１０月

８日

一緒に過ごしていきたいと思っております。

出先

教明

会員

１０月

７日

『ニャー』と返事もします。

■幹事報告

【配偶者】

（幹事

中島祐爾 )

松本

照代

様

１０月

８日

村瀬

京子

様

１０月

９日

山田

文香

様

１０月１１日

１）

山本真理子

様

１０月１３日

川﨑誠治 地区ロータリー財団部門長より、グローバル補助金奨

島村富美子

様

１０月１８日

学生（援助国側）スポンサークラブの募集。

中島

様

１０月２２日

２）

聖子

地区ローターアクト、熊本東南ローターアクトクラブより、
第３３回熊本グループ留学生交流会の案内。

■米山奨学金の授与
（会長

開催日

内田信行 )

１０：００〜１５：３０
開催会場

米山奨学生

２０１９年１１月２日（土）

李靖清さん

登録料
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熊本市中央公民館 熊本市中央区草葉町５番１号
３，
０００円

09 月 18 日（5 名）

■ロータリーの友１０月号紹介
（会報・雑誌担当委員

沼田敏雄 )

1. 右側より P20 縦書、下段

熊本江南 RC 青木祐心君の記事が掲

山本浩之

山坂哲生

川崎直樹

小松野正彦

今度の 100% 出席の日は

岡本千代門

10 月 23 日です。

載されています。
2. 右側より P25 縦書、下段

■スマイル報告

第 2500 地区北海道

（親睦・スマイル担当委員

名寄 RC の記事

◎白石繁

当クラブ内田会長と同じようにポリオ根絶募金活動の記事が掲
載あり、多額の募金とクラブの寄付金を加えて、10 万 9,512

10,000 円
先週は前年度会長・幹事慰労会ありがとうございま
した。
誕生祝いありがとうございます。６５才になりまし
た。お酒は少しずつ控えなければと思います。

円を財団に寄付した……と書いてあります。
3. 左側より P34 〜 P37 横書の記事
例会の服装どうしますか ? に付いても色々と意見が有ります

◎宮川義行

が、読んでみると面白い事が書いてあります。
4. 左側より P38、P39 横書ロータリーのポリオ根絶活動、10 月
24 日は世界ポリオデーの記事が有ります。

6,000 円
本日は人吉中央ＲＣの劉航さん、カウンセラーの山
下紀之様のご来訪を歓迎します。卓話を楽しみにし
ています。昨日は李靖清さんの肥後大津ロータリー
クラブへの米山卓話に、山田会員、松岡歩紗実会員

とともにカウンセラーとして参加してきました。肥後大津ロータ
リーは１０名以上の会員の入れ替えがあって随分若返っていまし
た。熊本地震の復興支援で高倉健の「健さん」試写会の時、共催
いただいたのが肥後大津ロータリークラブと熊本りんどうロータ
リークラブでした。その時のお礼も一言述べてきました。靖清さ

■委員会報告
（青少年奉仕担当

松岡歩紗実 )

宮川義行 )

アクトの年次大会が１０月１２日 日田で行われます。熊本東南
アクトも参加、１０月２７日は中津で留学生交流会が行われます。

んの卓話も上手で、肥後大津の皆さんもあたたかく受け入れてく
れて楽しい１日でした。

アクトと米山奨学生の交流も深まっていきます。
昨日は李靖清さんの米山卓話の１回目で肥後大津ロータリークラ

◎内田信行

を聞いていただき質問も積極的にされました。

5,000 円
誕生祝いありがとうございます。人吉中央ロータリー
クラブ山下様、米山奨学生の劉航さんのご来訪を歓

靖清さんは、１０月２５日熊本ロータリークラブ、１０月２９日

迎します。卓話楽しみにしています。

ブにお邪魔しました。２０名程度の出席できたが、一生懸命卓話

西天草ロータリークラブ、１１月１３日熊本菊南ロータリークラ
ブ、来年１月２５日熊本東ロータリークラブと卓話が待っていま
す。頑張って下さい。皆さんも気がついたところがあれば温かい

◎村瀬直久

助言をお願いします。

5,000 円
・先日の慰労会ありがとうございました。
・かみさんの誕生祝い、ありがとうございました。前
回の東京オリンピックの開会式の前日が誕生日です。

来週の夜間例会には李靖清さんとアクト３名も参加予定です。皆
さんよろしくお願います。

歳がバレバレです。

■出席報告
（出席・プログラム担当委員
月日

会員数 出席者数

45
09 月 18 日 （免 3）
42
45
10 月 02 日 （免 3）
42
☆新 入 会
09 月 18 日 矢野敬之
☆退
会
☆出席免除
09 月 18 日
10 月 02 日
☆欠席者

◎山田公也

松岡泰光 )

21

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

15

36

85.71

29

69.04

1,000 円
人吉中央ＲＣの米山奨学生 劉航くんの卓話楽しみに
しています。山下紀之直前会長、引率ご苦労様です。
家内の誕生日祝ありがとうございました。

■卓話（米山奨学生

劉航さん）

テーマ「中国から日本に留学して」
出身 中国
大学／過程／専攻 熊本大学／博士／工学・自然科学教育部
研究テーマ 火災に強いレジリエンスな都市構造に関する研究

鷲山法雲
鷲山法雲

住江正治
住江正治

島村徹男
島村徹男

世話クラブ 人吉中央ロータリークラブ
カウンセラー 片山久美子、高橋角栄、山下紀之

−２−

皆さん、こんにちは。中国から

皆んさん、これらの写真をご覧

参りました劉航と申します。

ください。これは甲骨文字です。

本日は卓話宜しくお願いいたし

これを見ったら、どんな漢字だ

ます。

と思いますか？

劉という苗字は中国では珍しい

はい、では、発表しますね。こ
の順番で変わりますね。はい、

ものではありません。中国の街
で出会った百人のうち、５人は劉といいます。
「航」は「船」
「船で

異という漢字ですね。

水を渡る」などの意味をもつ漢字です。両親は「人生という大海原

最初これを見ったら、この文字が生まれた頃、異星人がいたのでしょ

（おおうなばら）を上手に航海（こうかい）していってほしい」
「ど

うかと感じました。これはバルタン星人みたいですよね。なんか面

んな困難にも負けず（まけず）突き進んでほしい」といった願いを

白いですね。甲骨文字

込め、名前をくれました。

個人的な感想になりますが、甲骨文字には、現在の漢字に比べて、
次に、私の故郷河南省を紹介し

より高いデザイン性があるのではないか、と感じています。

ていきたいと思います。
次に、中国にある東京について
河南省は中国の中東部に位置し

紹介します。

ています。省の大部分が黄河の

開封市は北宋時代に「東京」と

南にあるため、
「河南」の名が

呼ばれていた古都です。

つきました。
中国では、開封と言えば、一番
中国人の苗字のうち 1500 以上

有名なのは「清明上河図」だと思います。２０１０年の上海万博で

が河南省に源（みなもと）をも

はこの絵巻物が一部アニメーション化され、絵の中の人物や乗り物

つといわれており、中華民族

が動くことで話題になりました。

のルーツとも言える地域です。

開封は、黄河の南にあるために、たびたび黄河の氾濫による被害を

２０１５年時点で、人口数は

受けていて、
現在の都市の下には明（みん）時代の都市が眠っており、

９３８８万人、広東省、山東省

その下には宋代の都市があり、全部で 6 層が（つみかさな）積み

に続き中国で 3 番目に人口が多いです。そして、省都が鄭州市と

重なっているそうです。

なります。

次に、私が住んでいるまちー南

河南省には、中国の「八大古都」のうち、鄭州、安陽、洛陽、開封

陽市を紹介していきたいと思い

の４つがあります。歴史を感じさせる観光スポットがたくさんあり

ます。

ます。

南陽市は、河南省の南西部の中
これは鄭州の少林寺です。少林

心都市であり、１９８６年の国

寺とい言えば、中国で重要な仏

家歴史文化名城に指定されまし

寺の一つであるだけではなく、

た。人口は１０２６万人、面積

中国少林武術の中心地でもあり

は２. ６６万キロメートルです。河南省の中でも面積、人口ともに

ます。

最大の都市です。
市名が同じという由縁により、1988 年（昭和 63 年）10 月に日本

これは少林寺西部の塔林と呼ば

の山形県の南陽市と友好都市を締結（ていけつ）しました。

れる場所です。ここでは仏塔がおよそ 240 基建っています。広大
南陽市は、曹操や劉備といった

な 14000㎡の中に仏塔が建つ姿はまるで林のようです。

三国志の英雄と、関りの深い地
これは洛陽の龍門石窟です。中

域です。

国三大石窟の一つです。龍門石

諸葛亮孔明を「三顧の礼」によっ

窟では、高さ 17 ｍのものから

て軍師として迎える等の有名な
場面は南陽市が舞台です。これ

2㎝の像まで、10 万体余りの仏

は南陽武侯祠（ぶこうし）です。三国時代の諸葛亮を記念するため

像が保存されています。

に建てた祠（ほこら）です。中国は現時点で合わせて 9 ヵ所の武
この写真は盧舎那仏座像です。龍門石窟で最も大きく、高さ 17.14

侯祠がありますが、南陽にあるこの武侯祠は、2 番目に大きいです。

ｍ、耳だけでも 1.9 ｍもあります。

それを通して、諸葛亮生前の生活を十分に感じ取ることができると
思います。三国時代の諸葛亮が廬を結んで住み、自ら耕したことを

殷墟は古代中国殷王朝後期の首

記念するために建てた祠です。

都の遺構です。

中国ではよく料理の味を南の地

ここでは大量の甲骨文が発見さ

域は甘く、北は味が濃く、東は

れました。

辛く、西は酸っぱいと例えられ
ていますが、河南省は中東に位
置していることもあり、様々な

−３−

味の料理を堪能することができます。

えています。また、都市防災関連の研究室を設立し、中国の防災減

では、次に、ご飯としてよく食べられるものを紹介して行きたいと

災と持続可能なまちづくりに貢献することを希望します。 研究と

思います。

講義を両立し、自らが日本で学んだ知識をより多くの学生たちに伝

河南省では、朝食と言ったら、一番人気があるのは胡辣湯だと思い

え、また中国と日本の大学間において単位の互換性や学生、教員の

ます。色はカレーのような褐色をしておりとても美味しいです。

交換留学などを積極的に行い、日中両国の友好関係のために努力し

（美味しい料理がたくさんあると思いますが、時間がないので、河

たいと考えております。

南省では人気な朝食と昼ご飯を紹介したいと思います。
）

■点鐘
紙面の制約のため一部割愛致しました。

編集者

餃子と言えば、皆さんはすぐに

沼田敏雄

■今後の予定

焼き餃子を思いつくのではない

地区 国꤀ 㜩 ☼ ٬

でしょうか。しかし中国では、

ٞذ٭ٛ٭靸㍚

熊本県

◅鼧ꝛ⺬⺱ِج
10 月 5 日
（土） ػー

熊本市

餃子と言えば、一般的に水餃子
を指します。
餃子の歴史は非常に長いです。

熊本市流通情報会館

堤勝也、山田公也

元々の名前は「ジャオアー」と言い、南陽出身の医聖の張仲景が発
明したとのは伝承があります。中国では、耳が凍傷に（おか）冒さ

社会奉仕・公共イメー
10 月 6 日
（日）
ジ合同セミナー

れないように、冬至の時、餃子を食べます。
餃子の故郷ー南陽ではちょっと違います。どんな祭日でも、餃子を

規定審議会報告会

食べます。 誕生日でさえ餃子を食べます。南陽の人々本当に餃子
が大好きですね。張仲景は故郷に帰る途中で寒さで耳が凍傷した貧

大分県
大分市

ホルトホール大分

ホルトホール大分

内田信行、松本一也、中島祐爾、吉田嘉昭、松本繁、福井学、
佐野茂

忘れられなく、これらの人たちを助けたいと思い、体を温めるスパ
イスや漢方薬をラム肉と一緒に煮込み、完成したシチューを小分け

管理運営セミナー

にし、小麦粉で作った皮で包み、それを温かいスープに入れて、貧
血液の流れが良くなり、耳が温かくなるのを感じました。このよう

大分市

10 月 6 日
（日）

しい人を大勢い見ました。彼は故郷に着いても、その人々のことを

しい人にあげました。人々はそれを食べた後、全身がポカポカして、

大分県

大分県
大分市

ホルトホール大分

10 月 6 日
（日）
10 月

内田信行、松本一也、吉田嘉昭

にして、冬至と大晦日まで食べ続け、傷寒を防ぎ、凍傷に冒された

熊本西稜 RC 創立

耳を治す事ができました。餃子の由来についてたくさんの伝承や民

30 周年記念チャリ

話があります。その中でも特に一般的なのは、初めて餃子を作った

ティーゴルフ大会

10 月 11（金）

のは漢方医学の名人張仲景だというものです。

上益城郡
益城町

高遊原カントリークラブ

古庄浩二、古田哲朗、堀内健太郎、草村安宏、中島祐爾、
岡本千代門、緒方公一、白木誠一、内田信行、山田公也

2015 年 10 月、熊本大学に入学
しました。最初の半年は、研究
生の身分でした。研究生の期間

10 月 12 日

地区ローターアクト

大分県

（土）

第 35 回年次大会

日田市

日田中央 RAC10 月

大分県

第 1 例会

日田市

10 月 13 日

日田中央 RAC35 周

大分県

（日）

年記念事業

日田市

10 月 27 日

第 33 回大分グルー

大分県

（日）

プ留学生交流会

竹田市

第 33 回大分グルー

熊本県

プ留学生交流会

熊本市

中、日本語の勉強や大学院入学
試験合格は主な目標でしたが、
日本の都市計画の研究なども行
いました。私は現在 熊本大学 自然科学教育部 博士 2 年生で

日田市大山公民館

洋酒博物館

中城体育館

ございます。専攻は工学です。研究分野は都市計画、防災まちづく
りです。
今年の 9 月、気候変動、災害管理、

11 月 2 日

環境の持続可能性に関する国際
会議が熊本大学で開催されまし

地区大会

た。この会議でも口頭発表をし
ました。

11 月 8 日、9
日（金・土）

最後に、将来について話したい

11 月

大分県
中津市

竹田市竹田分館

熊本市中央公民館

中津文化会館、他

古田哲朗、福井学、堀内健太郎、松本繁、松本一也、前田日出夫、
村瀬直久、宮川義行、松岡歩紗実、永野昭一、中島祐爾、緒方公一、
佐野茂、白木誠一、白石繁、杉本整哉、堤勝也、内田信行、山田公

と思います。

也、川﨑直樹、小畑成司
地区会員増強部門・

将来は中国に戻って、大学生の
教師を目指したいと考えていま

11 月 23（土） 新進気鋭会員セミ
ナー

す。現在の研究室や熊本大学防
災・減災研究センターと連携に
して研究を進めていきたいと考

−４−

11 月 30（土）

熊本県
熊本市

職業奉仕研修

大分県

セミナー

中津市

熊本市流通情報会館

中津市教育福祉センター

