2013-14年度 国際ロータリーのテーマ

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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皆さんこんにちは。本日のお客様
をご紹介いたします。山形西ロータ
リークラブの鈴木隆一さんがメイク
にいらっしゃってます。
先程、武田和夫先生からお借りし
ましたが、中津ロータリーから60周
年記念DVDが届いておりまして、皆
さんで見て頂きたいということです
ので回しますので宜しくお願いいた
します。
本日は、信長についての話をまたさせて頂きます。信
長は、徹底的に合理主義者であった。家来に色々な目
的・目標を命令し、100％以上達成した家来には天井知
らず引き上げ、7、80％しかできない者はどんどん退け
ていく。能力本位の当時としては異例の人材抜擢であっ

た。そのため、才能のある人間が集まってくることに
なったと思われる。信長のこの型破りな性格は、どこか
らきたのかと考える時、祖父である織田信定の存在が大
きい。信定は当時、木曽川の大貿易港であった尾張津島
を押さえており、その津島の豪商に自分の娘を嫁がせて
いる。当時の身分制度を考えると異例のことで、嫁をも
らう方は大変名誉なことだが、商人に嫁をやる武家に
とっては大変な恥であったに違いない。そのかわり織田
家には、莫大な金が入ったとのこと。祖父の信定は、常
識にとらわれない並外れた経済感覚の持ち主だった。信
長は祖父の性格をそのまま引き継いだと思われる。この
資金源があったからこそ、信定の子信秀、すなわち信長
の父は戦に強く、守護代織田大和守の一家老から戦国大名
の体裁を整え、信長が活躍する下地を作ることができたと
思われる。

会 長挨拶

ビジター紹介
（山形西）鈴木 隆一さん

幹事報告

菊地

賀治 幹事

・本日、中津RC60周年の特別委員会が６時30分よりワ
シントンホテルにて開催されます。委員の方は宜しく
お願い致します。
・来週の例会２月11日は、建国記念日にて休会となり
翌々週の２月18日の例会は２月22日に開催されるIM
へ振替となります。２月25日の最終週になりますが、
創立記念例会となります。皆様宜しくお願い致します。
本日、臨時理事会を開催致しますので、理事の方は
暫時お残り下さい。
ソン・メイランさんに
米山奨学金の贈呈

委員会報告
親睦活動委員会 太田幸一郎君
２月の会員誕生日は、三沢寛君、
齋藤源七君、長谷部成昭君の３名
です。
ニコニコBOX 谷口 義洋 君
松田 勝彦君 ファイヤーサイドミーティングにぎやかにし
ていただきありがとうございました。
武田 秀則君 ファイヤーサイドミーティングありがとうご
ざいました。
布施 富将君 山形西鈴木さんからは大変お世話になってお
ります。次年度宜しくお願いします。
長谷部成昭君 誕生祝いありがとうございました。
三沢
寛君 誕生祝いありがとうございました。
渋谷 一男君 本日は世界理解フォーラムです。宜しくお願
いいたします。
菊川
昭君 2月16日が家内の誕生日です。ありがとう
ございます。
髙梨 英吉君 妻の誕生祝いありがとうございます。

卓話

世界理 解 フ ォ ー ラ ム
米山奨学生
1． 中国について

中国は、23省・5自治区・4直轄市・2特別行政区に分けられます。総面
積は約96km2で、ロシア、カナダに次ぐ面積です。
多民族国家の中国では政府が認定している民族が56あり、人口の94％が
漢族、その他の55民族が少数民族です。中国の人口は約14億人だと言われ
ています。
名 所
・万里の長城
・故宮
・秦始皇帝陵及び
・長白山
名 物
中国料理
代表的な料理は料理
（魯菜）
、料理
（川菜）
、料理
（粤菜）
、料理
（閩菜）
、料理、
（蘇
菜）
、
料理
（浙菜）
、
料理
（湘菜）
（
、徽菜）
があり、中国八大料理 と称されている。
お 土 産
・熊胆粉
・高麗人参
・お茶

2． 私の故郷−吉林省延吉市

吉林省は中国の東北地区の中部に位置し、省都は長春市である。吉林省の
総面積は18.74万平方キロで、中国国土総面積の2％です。人口は約2,700
万人です。
私の故郷は吉林省延吉市です。延吉市は中華人民共和国吉林省延辺朝鮮族
自治州に位置して、延辺最大の都市で、政治経済の中心都市です。面積は
1,350平方メートルで、人口は約50人です。その中で、朝鮮族が人口の約6
割、漢族が人口の約4割を占めています。
延吉市には朝鮮族が多く住んでいる。そのため、町には朝鮮語の看板で溢
れている。また、お店も韓国・朝鮮文化を感じさせるものが多い。
延吉市の気候は大陸性気候で、四季は山形のようにはっきりしています
が、冬の気温は一番寒いときにマイナス25〜30度ぐらいなります。
名 所
・帽児山
・民俗園
名 物
・羊肉の串焼き
・冷麺

3． 中国の伝統文化

・旧正月
最も重要な祝祭日の一つであり、毎年この時期になると、中国では爆竹が
鳴り響きお祭りムードに変わります。０時を中心に、春節（旧正月）の到来
を祝うため多くの市民が各所でや花火を楽しむ。爆竹は中国での魔除けに由
来する。
毎年数億人が大移動する春節。毎年旧正月の数日前からは飛行機、列車、
高速バスのチケットをめぐって戦います。このチケット争いを中国語では→
【扼票】と言います。
終わった1年間頑張ったことや、次の年からもまた頑張ろうという自分と
家族に対してのご褒美だと思いますが、旧正月に一気に遊びきるかたちにな
ります。
旧正月の主食は餅と水餃子です。昔は餅を家でついたんですが、そのはだ
んだん薄くなって、最近は買って食べるようになりました。餃子はまだ家で
みんな一緒に作って食べます。

4． 私が感じた日本と中国の違い

1）割り勘
日本では、友達や同僚、恋人など一緒に食事をするとき、割り勘が主です
ね。誰が誘ってもお金を払うときはみんな割り勘にしますね。でも、中国で
は、誰が誘ったらだいたいその人が払います。
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中国人はいつも体面を重んじるので、上下関係が一緒に食事をするとき、
必ず上司が払います。デートするときは、男がお金を払うのが普通です。で
すが、最近はどんどん女も支払うようになって、男の負担を減らすようにな
りました。
2）食べ物がおいしい
・ラーメン：中国にはカップラーメンを販売するところは多いですが、ラー
メン屋がとても少ないです。ラーメン屋で一回食べることがきっかけで、そ
の独特の味を味わうために、今は食べなくてはならないものになりました。
特に山形のラーメンは有名ですね。
・ビール：日本に来て最初においしいと感じたものはビールでした。中国に
も有名な青島ビールがありますが、味が濃いので、苦いです。でも、朝日
ビールの味は表現できないほどおいしく感じました。
3）治安がいい
もちろん、日本にも拉致や殺人事件があると思いますが、中国ほど多くな
いと思います。日本は小さい事件もテレビに報道され、怖く感じられまし
た。中国ではそのような事件を報道できないことがほとんどです。
4）サービスがいい
どの店に行っても従業員はみんなお客さんに優しく接待してくれますね。
今はもう慣れてきましたが、最初にはその優しすぎる従業員さんの態度で驚
いたことがあります。今は、お客さんに優しく接するのが基本だと思われる
ようになりました。

5． 私の今までの人生、ロータリーとの出会い

私は高校まではよく勉強をしなくて、三年制大学に進学しました。専攻は
ソフトウェアです。大学ではよく勉強し、優秀な成績で、学年で3人しかも
らえない奨学金をもらったことがあります。
また、韓国語ができるおかげで、就職が順調で、給料が高い韓国の大企業
に就職することができました。支社は青島（チンタオ）にあって、主に中国
の工場に発注し、出来上がるまでの流れをチェックして、韓国に輸出する仕
事です。仕事をしている中で、私は語学力をもっと伸ばしたいと思いまし
た。もともと日本に行くのが夢だったんですが、留学するにはたくさんのお
金が必要だったので、今行かないとこれからは行くチャンスがないと思っ
て、会社で３年間働いたお金で日本に留学することを決めました。
仙台で日本語学校に通うときも、真面目に勉強して高い競争の中で奨学金
をもらったことがあります。また、山形大学に進学して、自分が学びたい日
本語学を専門として勉強を続けています。
私は米山奨学生になっていろんな面で私を成長させたと思います。毎月例
会に出席して、ロータリアンの方々と交流が出来るのは、何よりもいい財産
になって、私の視野も広がりました。また、クリスマス家族会などの家族会
にも呼んでいただいて、ロータリアンの方々やその家族の方々との交流も出
来て、お互いいい情報を交換することが出来ました。そして、私のカウンセ
ラーである大久保さんにはいつもお世話になっております。仕事で忙しい中
でも、個人的にメールや電話で、いつも私のことを心配してくれました。ま
た、食事などにも誘ってくれて、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。
私は前には指導先生に自分の悩みやいろんなことについてたくさん話しま
したが、今は大久保さんに変わりました。今は大久保さんになんでも話すよ
うになって、本当に日本の家族のように思っています。本当に心から感謝し
ております。残ったこの1年も大久保さんはもちろん、みなさんともいい関
係を維持したいと思います。そして、卒業して私がどこにいても、交流を続
けて行きたいと思います。それで、いつかは恩返しをしたいと思っておりま
す。これからもどうぞよろしくお願い致します。
今日は貴重なお時間でスピーチをさせていただき、本当にありがとうござ
いました！

今回のお食事は…

100.0％
富将

ソン

宋

２月４日の
月４日の
４日の
食事です。

