
会長　中島　祥一君
先週は失礼しました。メーカーの会議に出
席してまいりました。そこでモータリゼーシ
ョン技術のすさまじさとスピードと開発の膨
大な資金には驚かされてきました。いっそこ
のままで進むならば、運転なしの車の出現を
と質問しましたら、ある程度のとこまでは
近々なるとのこと。まあ頭の中がおかしくな
るような技術の進みようです。
船舶輸送が空前の活況です。海運会社は5

年先まで受注が満杯だそうです。そんな訳で
船舶はいまや造っても造っても足りないとい
う状況の中で、ＩＴ化もどんどん進み、エン
ジンもメンテナンスなしで長時間使用できる
そうです。1.5倍に大型化しても同じ速力を
7％も少ない馬力で実現しており、例えばカ
ーフェリーは、従来に比べると12mの車１台
あたり運ぶのに必要な馬力は36％も少なくな
っています。

また、今、石原東京都知事が毛嫌いしたデ
ィーゼルエンジンが見直されています。すで
にヨーロッパ（特にドイツ）では、乗用車の
ディーゼルエンジン比率が50％近くまで拡大
しています。
私の商売である燃料制御系の飛躍的な改良
により、出力のアップや問題とされた粒状物

質（PM）、窒素酸化物（NOx）の制御を実現
しています。ガソリンエンジンの熱効率は
10％台、ディーゼルエンジンは35％以上あり、
これから見ても資源の少ない日本には、今後
期待されるものであります。どうぞ今後ディ
ーゼルエンジンを見直してください。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
佐世保市役所交流員（中国）
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○ビジター
アルバカーキRC
リーバ・ラヴレンさん（初代女性会長）
クラーク・ラヴレン君

佐世保南RC 馬郡　謙一君
佐世保西RC 今泉貴世志君
○ゲスト
地区交換学生　侍依仁（ジェニファー）さん
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会 長 挨 拶

バナーの交換 リーバ・ラヴレンさん
あいさつ

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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佐世保RAC検討委員会代表　福田　金治君
佐世保RACの存続について

①佐世保RACの提唱を平成18年12月31日付
をもって中止する。

②佐世保RACに現在、在籍している会員は、
平成19年1月以降は長崎国際大学RACへ移
籍して頂く。

③長崎国際大学RACの名称を平成19年7月以
降、佐世保RACに変更するかどうかにつ
いては、次年度理事会にて決定して頂く。

④長崎国際大学RACの会則を社会人が入会
できる様に改正する。

幹事　富永　雅弘君
１．国際ロータリー
Rotarian誌　11月号

２．第2740地区　ガバナー 田口　　厚君
地区大会実行委員長 西村　金造君
地区大会登録のお礼と連絡・照会事項につ
いて
①新世代参加者の特別プログラムについて
藺インターアクター、国際青少年交換学
生、米山、財団奨学生

午前　本会議出席、昼食後　社会福祉
法人「みのりの会障害児施設交流会」
17時30分から新世代の集い出席
藺ローターアクター
終日本会議出席、17時30分から新世代
の集い出席

②「女性会員の集い」への参加会員名報告
のお願い
③地区大会登録変更並びに登録料等の送金
について
11月20日現在で一括登録変更の手続
き、登録料等の送金締め切り

３．大村ロータリークラブ
クラブ週報

４．原子力の正しい理解を深める会
九州プラスネット事務局幹事

木村　政雄様
卓話講師利用のお願いについて

財団奨学・米山委員会委員長　川冨　正弘君
山下尚登会員より、ロータリー財団への寄
付をいただきました。マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー（3回目）です。

親睦活動委員会　黒木　政純君

川冨　正弘君（ロータリー財団委員長）
11月はロータリー財団月間となっておりま
すので、ご寄付の方をよろしくお願いします。

長島　　正君
本日11月1日、共立と大野は合併いたしま

した。共立自動車学校・日野、共立自動車学
校・大野と、それぞれの校名を変更して生ま
れ変わりました。高齢者講習やお子様、お孫
さんの免許取得にはお気軽にお申し付けくだ
さい。

峯　　博之君
「ひかり電話」をご利用のお客様ならびに
「ひかり電話」へおかけのお客様の通話が、
大変つながりにくい状態となり、お客様に多
大なご不便、ご迷惑をお掛けしたことを深く
お詫び申しあげます。
弊社では、再発の防止と、より安心して

ご利用いただけるサービスの提供に向けて、
全社を挙げて取り組んでまいりますので、
今後ともご愛顧賜りますようお願い申しあ
げます。
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『中国人の性格及び中日文化の

違い』について

佐世保市役所交流員

楊
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佐世保市役所文化交流課の国際交流員の楊
です。本日は「中国人の性格及び中日文化の
違い」についてお話します。
「中国は近くて遠い国」という言葉が示す
とおり、みなさんは時折、中日両国民の文化
的な違いについて、なかなか理解できないと
きがあるのではないでしょうか。私が日本に
来て一番よく耳にする言葉は、「すみません」
と「ごめんなさい」です。この言葉との対比
から、私が考える中国人と日本人との特性の
違いについて簡単に述べてみます。
「中国人は謝らない」と聞いたことはあり
ませんか。中国人は自分に非がある場合でも
なかなか謝ろうとしません。それは、謝ると
いう行為によって、自分の面子を潰してしま
うと考えるからです。性格的には「馬馬虎虎」
（いいかげん）なところがあり、筋を通すこ
とはしないのですが、社交の場でも外交の場
でも、自分の面子が保たれるのであれば、細
かいところは気にしないという習性がありま
す。
また、中国人は「外人」（赤の他人、縁も

ゆかりもない人）と「自家人」（身内の人、
内輸の人）との区別がはっきりしています。
自分とどれだけ親しいか、自分にとってどれ
だけ大切な人かという、自分との「関係」や
心の距離によって接し方が違ってきます。
中国の子どもたちに「将来は何になりたい
のですか」と聞くならば、科学者や将軍など、
壮大な夢ばかりを答えます。一方、日本の子
どもたちの夢はまったく違っていて、看護士
や花屋さんなど平凡とも言える夢が多いよう
です。

西村正一郎君
「YOSAKOIさせぼ祭り」では、広い名切

の会場で、中村徳裕君の絶妙な司会でまつり
が盛り上がりました。大変ご苦労様でした。

中村　徳裕君
①YOSAKOIさせぼ祭りでは、物心両面で

ご理解とご協力をいただきありがとうござい
ました。おかげさまで無事開催、終了する事
ができました。

②「月刊ならでわ！」が本日11月1日、地
域のオススメ産直品をネット販売する「なら
でわ屋」をオープンしました。長崎新聞の田
川さんには記事に取りあげていただき、米倉
先輩には産直のなんたるかをご指導いただい
ております。今後ともよろしくお願いします。

黒木　政純君
YOSAKOIも終わり、すっかり影が薄くなっ
てしまいましたが、今日から亀山八幡宮の
「おくんち」が始まります。私の町内も今年
は踊り町で参加します。

田川　邦男君
円田　昭さん、先日は観艦式出席で空港ま
で送迎をしていただき、誠にありがとうござ
いました。

佐々木秀也君
結婚記念月のお祝いありがとうございま

した。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「村の鍛冶屋」「案山子」合唱
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中国人を例えて、「一人だと優秀だが、集
団では虫になってしまう」ということが、
中国人の間でもよく言われます。これに対
して、日本人は一人では弱いかもしれない
が、集団になるとまさに龍に変身します。
このことは中国人も理解している性格であ
り違いでもあります。このことからも、中
国人と日本人の基本的な性格の違いは「群
れを抜く」か「群れに没する」というとこ
ろにあるのではないでしょうか。
また、中国では、先輩、後輩などの区別

はなく、会社においても、ほとんど完全能
力主義が貫かれています。日本の縦社会と
言われるような社会構造と違っています。
このような国民性の違いが、「近くて遠い

国」と言われる所以かもしれません。しか
し、この文化的違いを越えて、中国と日本
がより一層理解しあえるようになることが、
これからの国際社会にとって最も大切なこ
とだと思います。
私は中日両国民の異文化理解に少しでも

力になれるよう、来年4月までの残りの任期
を全うしたいと思います。

【参考】

国際交流員について

蘆自治体国際化協会が行っている「外国青
年招致事業（JETプログラム）」により、
各自治体が招致する外国青年。
Coordinator  for  International  Relations の
頭文字をとって通称CIRという。
蘆この事業は外国青年を地方自治体の国際
交流事業に従事させることにより、本市
の経済、教育、文化などの国際化や市職
員の国際感覚の高揚と国際化認識の向上
などへの寄与を目的とする。
蘆佐世保市での身分は、特別職の地方公務
員で非常勤嘱託職員。
蘆佐世保市は平成9年度から国際交流員を招
致している。
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（今週の担当　古賀　　巖）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

＊次回例会予告＊

卓話

させぼ夢大学事務局長　久田　一幸様
（元清水小学校校長）


