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会長　飯田　満治君
私たちの佐世保ロータリーク

ラブは本年度60周年の年となり
ますが、佐世保中央ロータリー
クラブは、本年創立20周年の年
であります。この日曜日、創立
20周年事業として「ふれあい音楽コンサート」
が開催されました。詳しくは後程出席の会員
から報告があると思います。しかしながら、
中央クラブの会員全員で周年事業の成功に向
けて頑張っておられる姿に感激いたしました。

今の時期、プロ野球はじめスポーツが大変
面白くなっています。セ・リーグはまだまだ
結果が出ていませんが、パ・リーグの方では
まさかと思うように、西武がソフトバンクに
負けてしまいました。やはり勝負は最後まで
人事を尽くして天命を待つと、頑張らなけれ
ばならないと思いました。

続きまして60周年事業についてであります。
多くの部会・委員会を次々に開催いただいて
おります。徐々に60周年事業の形が形成され
つつあると思います。皆様には多くの時間と
エネルギーをいただきますが、ロータリーの
友情を培い、ロータリーの原点を学ぶ大切な
期間です。どうぞよろしくお願いいたします。

今日の卓話は中国のアモイから来ています
佐世保市交流員のワンさんです。先月一緒に
瀋陽市を訪問いたしました。24歳の年齢です
が、私たちの佐世保のことをわかって、通訳
などの行動もしてもらっています。話を楽し
みにしたいと思います。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
佐世保市役所国際政策課（国際交流員）
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佐世保市企画部国際政策課
大山健一郎様

○ビジター
佐世保南RC 田添　孝佳君

幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
10月米山月間用資料送付
全会員へ「豆辞典」
他回覧

会　長　挨　拶
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※前々回（9月15日）の本日の出席状況の数字を訂正します。
（9月15日）
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高橋　理一君
佐世保中央ロータリークラブ創立
20周年記念事業参加報告
佐世保中央ロータリークラブ

創立20周年記念事業の「ふれあ
い音楽コンサート」が9月26日豸
13時からアルカスSASEBOで実施されまし
た。飯田満治会長、平尾幸一さん、幸良秋夫
さん、小川芳寛さんなどと共に参加いたしま
したので報告します。
「ふれあい音楽コンサート」は、障がいを
持つ方や、小・中学生、一般の方々など、
様々な人々と共に、音楽という共通ツール
を用い、ふれあう事を趣旨とし、更には温
もりのある心豊かな佐世保の町づくり、人
育てのきっかけになることを念願して開催
されておりました。

大神　邦明君
9月26日豸、レストランれお

リオンドールで輪飲会が実施さ
れました。ワインは食事と合わ
せて選ぶのが良いとされ、寒い
ところの食事はヘビーですから、ワインも
ヘビーなものが良いようです。今回の輪飲
会も食事とワインがマッチした素晴らしい
ものでした。

親睦活動委員会　F木　友輔君

飯田　満治会長、中村　徳裕君
本日の卓話者 王さんのお話に期待してい

ます。

森　　信正君
先月、アモイ市に青少年交流団でご一緒し
た王さんの卓話に期待して。本日は業務出張

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ
9月27日更新のお知らせ

３．島原南ロータリークラブ
幹事　梶尾　光廣君

事務局住所変更のお知らせ

新住所：島原市南有馬町乙1107
南島原市商工会南有馬支所内

４．長崎ローターアクトクラブ
会長　江上　真一君

一泊研修会のご案内
開催日／平成22年10月16日貍～17日豸
開催場所／長崎市立日吉青少年の家
登録料／2,000円

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　松永　夕加さん

公式訪問例会ご出席のお礼

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

9月22日貉に開催されました長
崎国際大学ローターアクトクラブ
の公式訪問例会へ、飯田会長、
古賀幹事、増本副幹事をはじめ、
10名のロータリアンの出席をい
ただき、大変ありがとうございました。ACT
のメンバーも、たくさんのロータリアンの出
席に対し、心強く思うとともに大変喜んでお
りました。今後もACT活動に対する応援よろ
しくお願いします。
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その他の報告

輪飲倶楽部より



でご紹介出来ず、失礼いたします。

山縣　義道君
3ヵ月ご無沙汰しました。皆様にはその間

ご心配をかけましたが、無事退院することが
できました。

F木　友輔君
9月22日貉に開催された長崎国際大学ロー

ターアクトクラブの公式訪問例会へ、多数の
ロータリー会員にお越しいただきありがとう
ございました。

『アモイについて、そして
中国から見た佐世保について』

佐世保市国際交流員　王暁琴様

今日紹介したいのは、佐世保
市と厦門のつながりと、厦門の現在の姿です。
よろしくお願いします。
1983年姉妹都市を結んで以来、27年が経ち
ました。この間、いろいろな交流活動を通し
て、友好関係を深めてきています。お互いの
行政関係の訪問以外に、活発な民間交流がよ
く行われています。例えば、2008年3月に北
ロータリークラブの主催で、厦門市青少年水
泳代表団が佐世保の青少年と水泳を通して交
流しました。2010年8月には、佐世保厦門青
少年協会と佐世保音楽協会の共催で、厦門で
青少年音楽交流会が行われました。厦門の市
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民にとっては、佐世保からの素晴らしい出し
物をいただいていい勉強になったと思いま
す。厦門だけではなくて、中国のほかの都市
へも交流がだんだん広がってきています。今
年7月から8月まで佐世保観光コンベンション
協会により、瀋陽市の修学旅行団が3つの団
体で佐世保市を訪問しました。そのほか、技
術研究生の受け入れと留学生の交流など、佐
世保と厦門及び中国の交流範囲は幅広くなっ
てきています。
ところで、お互いの交流にはどんな印象が
ありますか？ 私自身の体験と、中国からの
声を皆に伝えたいと思います。まとめると、
3つあります。
1つ目：佐世保は東京みたいな大都市では

ありませんが、人の心を落ち着かせ、人に冷
静に考えさせる環境があります。そして、人
を大事にしていることが感じられます。例え
ば、バスとタクシーの運転士さんがゆっくり
運転し、ちゃんと交通ルールを守り、交差点
では人を先に渡らせてくれることなどです。
2つ目：佐世保の環境がきれいなところで

す。佐世保はきれいですがそれだけではない
です。瀋陽からの修学旅行団が佐世保を訪問
中に、佐世保の小学校を訪れました。中国の
習慣とは違っていて、体育館に入る時、靴を
脱ぐので、白い靴下が交流の初めから最後ま
で汚れません。そういうことが子供達に深く
印象を残しました。
3つ目：皆、日本の瓦の家が好きなことで

す。今の中国では瓦の建物はあまり見かけな
くて、皆マンションに住んでいるので、懐か
しいです。
佐世保は、親切な都市で、熱情ある人がた
くさんいます。青少年だけじゃなくて、佐世
保に来る観光客、特に中国からの観光客にと
って、一番感心するのは、日本人のサービス
の良さです。心から出す笑顔で挨拶したり、
熱情に溢れる接待をしたり、何か困ることが
あったらちゃんと教えてくれたり、海外なの
に心が温まります。
では、お互いへの理解が重要だと思いま

すので、次は厦門のことを紹介させていた

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 9,000円

累　　計 261,000円

◇
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（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

観月例会
10月6日貉 18 : 30～　富士国際ホテル

だきます。
ご出席の皆様も、厦門に対して印象をそれ
ぞれ持たれているかと思います。ぜひご交流
をしたいと思っています。
厦門は中国の東南沿海、台湾と海を挟んで
相対して台湾海峡の西岸にあります。総面積
が1,565平方キロで、人口は252万人です。思
明、湖里、集美、海滄、同安、翔安という6
つの行政区を管轄しています。厦門は中国で
最も早く設立された5つの経済特別区の1つ
で、日本の政令指定都市にあたります。また、
省レベルの経済管理権限と地方立法権を有し
ています。
厦門といえば、片仮名での「アモイ」と漢
字での「厦門」、2つがあります。漢字では
「厦門」と書き「シャーメン」と発音します
が、片仮名での「アモイ」は3000年前からビ
ンナン族が住んでおり、ビンナン語を話す人
も多く、ビンナン語だと「アモイ」と聞こえ
るためこの呼び名が生まれました。
優れた環境に恵まれており、いろいろな美
称を与えられた国際ガーデンシティ、そして、
厦門が国家レベルのクリーンシティ、庭園都
市、環境保全モデル都市、優秀観光都市に選
定され、また全国住みやすい都市十位にラン
クされ、「全国人民居住環境賞」を授けられ
ました。
厦門市の花はブーゲンビレアです。厦門の
道を歩くと赤や、ピンク、紫、白など鮮やか
な色のブーゲンビレアが咲き誇っているのを
見かけます。
厦門市の木は鳳凰木です。
厦門には古くから「海上の花園」と「中国
のハワイ」という美称があります。昔から、
厦門には白鷺が多く生息していて、美しい自
然風景の上に、神秘的且つさっぱりした活気
に満ち溢れているので、厦門市はまた鷺島と
呼ばれています。

厦門と佐世保のつながりと、厦門の現在の
姿はここまでです。皆様、ぜひ遊びに来てく
ださい。

■厦門の観光地
鼓浪嶋（コロンス）島は南西部にある小さな島で
す。総面積は1.87平方キロ。1902年に共同租界地と
なり、欧米諸国や日本が領事館、学校、教会等を建
設したことから、租界地特有の豪華な洋風建築を島
内のあちこちで見ることができ、「万国建築博覧会」
とも言われます。

■厦門で歩行者天国の中山路
沢山のお店があってウィンドウショッピングが楽
しめます。路地に入ると小さな雑貨屋などが所狭し
と並んでいます。商店街2階部分が西洋的な建物に
なっているので中国では珍しい町です。

■厦門のグルメ

土筍凍
どじゅんとう

：星口
ほしくち

動物の一種を煮こごりにした料理。
この「土筍」にはゼラチンが多く、煮ることによっ
て煮汁に溶け出して、冷やすとゼリーのように固ま
ります。海虫の皮で作ったゼリーのようなものです。
現在は厦門市内の多くのレストランで食べることが
できます。厦門に来たら、厦門名物「土笋凍」を食
べなきゃ損です。
沙茶面：細い麺を、ピーナッツペーストを溶かし
たスープでいただく。具は揚げ豆腐、豚モツ、パク
チーなどを、自分の好みでトッピング。
春巻き：厦門名物といえば、「春巻き」なしには

語れません。薄く焼いた小麦粉の皮に、キャベツや
ニンジンなどたっぷりの野菜に、岩ノリ、パクチー
とピーナッツ粉をかけた、厦門風春巻きです。


