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 ロータリーソング  手に手つないで 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。はじめに

お客様の紹介をさせていただ

きます。米山記念奨学生、劉家

萌君。後ほど卓話を頂きますの

で、劉君には故郷の素晴らしい

風景を交えての卓話よろしくお願いいたします。 

会員の皆様には悲しいお知らせをしなければなり

ません。訃報が届いていると思いますが、真岡ロータ

リークラブ第 29 代会長を務めました入江竹司様が逝

去されました。ここで哀悼の意を表し黙禱をささげた

いと思います。宜しくお願いいたします。 

・・・ 黙禱 ・・・ 

ありがとうございます。私たち若い会員には、ご存

命だった頃の姿は分かりませんが、明日から公式訪問

に参る、斗六ロータリークラブの姉妹クラブ締結には、

調査から締結式までご尽力された方だと聞いており

ます。地区財団委員もなされ、まさに真岡ロータリー

クラブの歴史を刻んだ方だと思っております。その入

江年度の時は副会長、クラブ奉仕委員長として岡部パ

スト会長が当たられていたと記されております。また、

篠原泉パスト会長が出席委員長、篠原宣之パスト会長

が広報委員長と記されております。歴史を物語るもう

一ページだったなと感じております。その後、第 31代

杉村会長、第 32 代岡部会長と続き、歴史が刻まれて

まいりました。今の私たちがここにいて、ロータリー

活動をしている事は、責務を持っているのだなと痛感

した次第でございます。改めて、入江竹司様のご冥福

をお祈りしたいと思います。 

さて、先週は石坂市長斗六市訪問に際しては、篠原

泉パスト会長、岡本俊夫パスト会長、見目委員長も行

かれたそうなので、大変ご苦労様でした。市長の同行

ということで、大変だったかと思いますが、体調も十

分に戻った姿を今日拝見できませんが感謝しており

ます。 

今月はインターアクト週間でもあり、ちょっとイン

ターアクトに触れてみたいと思います。インターアク

トとは、International Action 国際的活動を意味し、

楽しく意義のある奉仕プロジェクトに参加する機会

を青少年に与えるものです。現在では 162以上の国や

地域に、1万 8千以上のクラブがあり、当地区では 16

クラブ 560名(2015年 10月現在)のインターアクター

が積極的に活動しております。日本の 34 地区内で

2550地区は 3番目に大きな組織となっておりますが、

我が真岡ロータリークラブにはありません。やがて、

インターアクターが成長してロータリーの会員にな

るというような夢を掲げているプロジェクトなのだ

そうです。今日、劉君の卓話がございますので長々と
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お話しすることができません。最後に、明日より諸先

輩の築いてきた伝統と歴史を思い出しながら、台湾斗

六ロータリークラブに公式訪問に行って参ります。留

守中皆様にはお世話になると思いますがよろしくお

願いしたいと思います。以上、会長挨拶とさせていた

だきます。 

 米山奨学金授与 

米山記念奨学生 

 劉 家萌 君 

 

 

 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

幹事報告申し上げます。いよ

いよ明日から斗六訪問になり

ます。詳細につきましては姉妹

クラブ委員長から報告がある

と思いますが、5 時に出発でご

ざいますので遅刻の無いようお願い致します。 

それと、BB から連絡がありまして、日月潭の標高

が 1,000ｍぐらいあるので上着を準備していただく事

と、天気予報によると、時々雨のようなので折りたた

み傘をご持参いただいた方が賢明です。それと、現地

のお金の両替は 3万円 1パックで BBが用意していま

すので、バスの中で両替が可能です。空港などで両替

はなさらない方がレート的にお安くなるはずでござ

います。 

また、今回同行できない会員の皆様には、大変恐れ

入りますが入江 PPの通夜が 12日、告別式が 13日と

先ほどご案内申し上げております。ロータリークラブ

で受け付けのお手伝いをします。今回、会長、幹事他

が不在となります。斎藤広報委員長他に受付をしても

らいますが、できる方はご協力をよろしくお願いいた

します。また、斗六から弔辞の原稿が届きました。代

読を海老原 PP にお願いしております。どうか留守の

間宜しくお願い致します。 

 委員会報告 姉妹クラブ委員会 見目 良一君 

斗六公式訪問並びに家族

親睦旅行となりますので、

参加される方は、朝 5 時出

発でございますのでよろし

くお願いいたします。また

パスポートを必ず確認して持ってきてください。 

◆内部卓話     劉 家萌 君 

こんにちは皆さん。米

山奨学生、劉家萌と申し

ます。本日は、お時間を頂

きありがとうございま

す。南京の最新の状況を

お伝えしますのでぜひ覧

ください。ご覧いただいている写真は南京の冬の姿で

ございます。 

現在建てている

一番高いビルは、

紫峰と呼ばれるタ

ワーでございま

す。450ｍ位あり、

今アジアで第 5位、中国で第 2位の高さでございます。

南京市は全部城壁に囲まれている都市でございます。 

南京は、揚子江のほとりにある博愛と呼ばれる都市

でございます。揚子江の下流にあり、総面積は 6,582

㎢で、東京の約 3倍の広さがあります。現在の人口は

約 816万人でございます。上海市と南京市、距離はだ

いたい 320㎞の距離でございます。 

次の写真は皆さん知らないでしょうけど、北京前の

首都、南京は約 2500 年の歴史があり、政治と文化の

中心であった所です。

包容力のあるまち。栄

枯盛衰と王朝の交替

を繰り返し、世の中の

事が寛容な態度で、文

化、人種、国籍など一

切問わず、すべてを受け入れる包容力を持っているの

が特徴です。料理は結構盛っています。各地方の料理

が全部あります。南京に来れば他のところは行かなく

ていいのですよ。かな(笑) 次は南京の祭りです。3つ

の有名な祭りです。一番は、正月の期間に行われてい

ます。切紙とか彫刻とか伝統技能です。次は、国際梅

花祭りです。南京の最もにぎやかな祝日の一つで毎年

行われています。日本よりやや早く始まり、2 月上旬

に始まります。次の写

真をご覧ください。満

開のところをドロー

ンで撮影した写真で

す。また、南京には温



泉が一か所ございます。また、南京の交通、アクセス

は、日本と直行便がございます。豊富な選択肢がござ

います。東京、大阪、沖縄

とかは直行便があります。

電車は、南京駅と、南京南

駅があります。高速鉄道

の乗り場です。上海までは 1時間ちょっとで、北京ま

ではだいたい 3時間ぐらいで行くことができます。南

京では地下鉄が 2005 年から動き始め、中国では第 7

番目です。運賃は結構安いです。最低 35 円で、高く

ても 150円で乗れます。地下鉄はフランス式で、中は

広いです。 

次は南京の観光を紹介させていただきます。楼門東

文化街区は歴史が最も長く、文化が最も深厚なるエリ

アの一つです。これ

は再建したもので、

スターバックスや

銀行などもはいっ

ており買い物も便

利です。閲江楼は南

京西北の獅子山に

あります。上に登る

とすべての南京の

姿を見ることがで

きます。夜は照明が

ついていますので

結構きれいです。明

孝陵は明の開国皇

帝朱元璋と皇后の

馬氏の合葬陵墓で、南京で唯一の世界文化遺産です。

次は頤和路民国公館建築群です。南京は民国の歴史的

な文化に恵まれ、民国文化の遺跡も最も豊かな都市で

ございます。民国の旅をしたい方は是非南京旅行に行

きましょう。総統府

は、大統領の事務所

です。大報恩寺遺跡

公園、これも再建し

たものです。タワー

は夜ピカピカしてい

て、ガラス系の物で

作られました。栖霞

寺は南京市北東から 22 キロ離れた栖霞山にあり、秋

になると紅葉がきれいで有名なところです。鶏鳴寺は、

南京で最も古い仏教寺院で、周りは桜がたくさんあり

2月 3月になると満開になりいいところです。あとは、

紫金山です。この山は南京の東郊外にあります。隣に

は湖があります。高さは 400ｍぐらいです。 

次は、揚子江大橋で

す。これは東京のゆり

かもめと同じように、

上は車が走っていま

す。下はメトロ線が走

っています。中国で一

番古い、揚子江を飛ば

している橋です。次

は、南京雲錦博物館です。雲錦という反物は、日本の

着物と同じように価値がすごく高いものでございま

す。世界遺産登録をしたものです。販売はしていない

ものです。 

それではようやくグルメに入ります。中国に行けば

だいたい中華料理はもちろん食べますね。では、南京

料理はどうか。南京の食文化は南平の各料理を合わせ

たものです。素材と、調理法、味を季節に合わせて常

に変化している。味わいは非常にあっさりで、原材料

の味が出るだけ、引き立てる形で作られます。甘すぎ

ず、かつ水っぽくなく、硬すぎずに柔らかすぎずに、

ちょうど良いバランスを大事にしている事が特徴で

ございます。一番人気、全国一番で春雨ダックスープ

と言います。次は牛肉餃子と翻訳されていますが、ち

ょっと違います。豚肉は食べず、牛肉と羊だけたべま

す。 

次は、南京と日本の事です。1937年 12月南京事件。

世界遺産登録しました。私の感想は、４万人から 20万

または 30 万人か分かりませんが、市民が殺された事

は許されない事だと思います。また、全て悪いことだ

けではなく、日中連合南京城壁修復活動が行われまし

た。1995年、東京藝術大学校長の平山郁夫氏の精力的

な協力で日本国内の募金運動で大規模な資金が集ま

りました。日本から 2 万人のボランティアが参加し、

募金額は 7,000万円にも及びました。次は、日中民間



友好桜花園です。2006 年に始まり、毎年 100 本の植

林の予定でした、予定でしたが 2010 年に 1,000 本の

植林が完了しました。たくさんの日本企業や留学生や

社会人が参加し、大きな注目を集め南京と日本の民間

交流に貢献しました。 

ご清聴ありがとうございました。 

 スマイルボックス報告   平石典嗣  君 

金子 正男君 劉君卓話お願いします。先週は篠原

岡本両 PPには、市長同行の台湾斗

六市訪問ご苦労様でした。明日より

斗六ロータリークラブ公式訪問に

行って参ります。 

石塚 龍夫君 入江 PPのご冥福をお祈り申し上げ

ます。明日から斗六に向かいます。

残られる会員の皆様恐れ入ります

が、留守を宜しくお願いします。劉

君卓話楽しみにしております。 

岡本 俊夫君 当クラブ第 29 代会長、入江竹司氏

のご逝去を悼み合掌をささげます。

台湾斗六RC訪問の皆様の旅程平穏

を祈ります。御夫婦で参加の皆様仲

良く行って来て下さい。石田 PP夫

妻を見習いましょう。 

辻 達夫 君 劉君、今日は卓話ご苦労様です。南

京の最新情報をお聞かせください。 

石田 順一君 明日より、斗六公式訪問に行って参

ります。飛行機落ちないようにお祈

りください。 

見目 良一君 先日は 4 日間に渡り、篠原 PP、岡

本俊夫 PPには大変お世話になりま

した。いろいろと学ばせて頂きまし

て有難うございました。 

久保 賢司君 来月はもう師走の月かぁ～ 早い

な～。独り言ですいません。 

渡辺 佳寛君 劉君卓話がんばって下さい。できれ

ば日本語でお願いします。 

森田 淳 君 まだまだ不慣れですが、皆様の仲に

早くなれるようがんばります。そし

て本日の卓話、劉さん宜しくお願い

致します。とても楽しみです。 

平石 典嗣君 劉家萌くん卓話楽しみに拝聴いた

します。 

 スマイルボックス(11月 9日現在) 

 プログラム委員会 

柳澤 正弘 君 

 出席委員会 

柳澤 正弘 君 

前回までのスマイル繰越金 10,39,500 

会員 26,000 

ビジター 0 

本日のスマイル合計 26,000 

スマイル今期累計 1,065,500 

前回までの米山繰越金 23,311 

本日の米山 7,043 

米山今期累計 30,354 

合計金額 1,095,854 

本日の 

プログラム 

11/16 

内部卓話 

市村忠男君 

次回の 

プログラム 

11/30 

内部卓話 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  柳澤 正弘君 

在籍 57名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前 MU 事後 MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 10月 26日 55 3 0 47 0 5 90.91 

本 日 11月 9日 55 11 - 30 0 14 74.55 

月間出席率(%) 

7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

95.72 94.44 90.44 88.25         

※例会欠席は AM11:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 


