
代理 副会長　米倉洋一郎さん
本日は会長が出張につき欠席さ
れておりますので、代理にて会長
挨拶をさせていただきます。ただ
本日は特に報告することはござい
ません。なお本日セルフボックス
の中に第3000回例会の記念品としてネームタ
グ（有田焼）を入れております。大事にお使い
ください。昼間は季節がら暖かいですが、早
朝・夜間はかなり寒いですのでカゼにご注意く
ださい。(手洗いうがいをよろしく)

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
佐世保市企画部 国際政策課

国際交流員　黄
コウ

宝
ホウ

珍
チン

さん
○ビジター
佐世保南RC 桟　宗利さん

幹事　田中丸善弥さん
１．ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
11月2日、8日、9日です。

２．佐世保西ロータリークラブ
幹事　副島　洋平さん

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報
告書」が届きました。

３．長崎国際大学ローターアクトクラブ
①10月月報が届きました。
②11月19日貍国際料理文化交流教室の計画
書が届きました。

４．つくも苑　施設長　ひまわり会長
文化祭のご案内
日時／平成23年11月12日貍

10:30～15:30
場所／つくも苑内にて

５．海上自衛隊佐世保地方総監　広報係
機関紙「西海」が届きました。

■親睦活動委員会 納所　佳民さん
11月16日貉 18:30～レオプラザホテル佐世保

での新会員歓迎会にご参加ください。また、
12月17日貍 18:30より玉屋にて忘年家族会が行
われます。多数のご参加をお願いします。

■出席・例会委員会 委員長　高橋　理一さん
2011～2012年度の前回までの例会出席実績

は、出席すべき会員数のべ1,268名、出席者数
828名で、出席率は、73.26％です。
出席者数が最も多かったのは第3000回例会
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の64名で出席率は85.33％、次いで出席者63名、
出席率85.14％の本年度第9回例会です。出席率
に差があまりないのは、会員数が75名と74名
だったためです。
残念なことに出席数が最も少なかったのは、

前回の本年度第17回例会（3001回例会）の49名、
出席率65.33％であります。皆様の出席により
例会を盛り上げていきたいと思いますので協
力をよろしくお願いいたします。

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
11月19日貍 11:00より広田地区公民館で、国

際料理文化教室を実施します。異国料理を作
りながら食文化を学び、食事を通して日本人
と外国人との異文化理解および関係を深める
ことが目的です。
今回は、他の地区のローターアクトメンバー
も出席するということなので、時間のあるロ
ータリアンの皆様、よろしくお願いします。
11月1日と11月3日の恒例の佐世保おくんち

で、ローターアクトメンバーも参加させていた
だきました。ありがとうございました。

安福鴻之助さん
「フライング・ヌーヴォの会」ご案内
先週もご案内致しましたが、今年のボジョ

レ・ヌーヴォ解禁日の第3木曜日は11月17日で
すが、数時間フライングしてヌーヴォを楽し
む会を開催します。
ボジョレ地方で最も有名なジョルジュ・デュ
ブッフ、ヴィラージュ・ヌーヴォ、ボルドーの
ワイン、殻付きエスカルゴを少し用意してお
ります。

大野　高広さん
皆さん、こんにちは。親睦活動

委員会及びクラブ会報委員会所属
の大野です。
早いもので、昨年5月の入会式

から間もなく1年半が経とうとし
ています。

さて、本日は入会以来2度目の3分間情報と
いうことで、「ロータリーの友」11月号を事前
に読ませていただいたところ、ふたつの記事
に目が止まりました。
ひとつは、「世界インターアクト週間　イン

ターアクトについて学ぼう」という記事です。
ご承知のとおり、Interactは「国際的活動」
International Actionを意味し、ロータリーク
ラブ提唱の世界的団体であるインターアクト
クラブ（IAC）は、高校に在学中の生徒または
年齢12歳から18歳までの青少年が入会できま
す。同じ年代の息子や娘を持つロータリアン
としては、非常に気になる存在です。世界最
初のIACは、1962年10月に結成したアメリカの
メルボルン高校IAC。日本では、その翌年の6
月に結成された宮城県の仙台育英学園高校IAC
が最初で、100人を超える人数で誕生し、当時、
世界最多の会員数を擁していたとのことです。
RIでは、毎年11月5日を含む1週間を「世界イ
ンターアクト週間」として順守するよう奨励
しているとのことで、今年は先週10月31日か
ら11月6日まででした。私自身、IACについて
考えてみるきっかけを作ってくれた記事であ
りました。
もうひとつ気になったのは、バンコク国際

大会推進委員による「2012年バンコク国際大
会へGO！」という記事です。来年5月にタイの
バンコクで開催される第103回国際大会への招
待記事ですが、タイと言えば、現在未曾有の
大洪水により大きな被害を受け、連日、大き
なニュースになっている国です。どうしても
心配になって、東京にある「ロータリーの友
事務所編集部」に電話で問い合わせしたとこ
ろ、「掲載した記事は大洪水が発生する前の原
稿。大洪水の影響は大きいが、今のところ、
RIにおいて開催地変更の決定はない」とのこ
とです。なお、過去には（最近のことですが）
ハリケーン・カトリーナの影響により、アメリ
カ・ニューオーリンズでの開催が急遽ソルトレ
ークに変更になった例があるようです。いず
れにしろ、タイの大洪水は日系企業をはじめ
甚大な影響を与えており、一刻も早い復興と
来年の国際大会が成功裏に開催されることを
祈念するものであります。因みに、日本での
国際大会の開催実績を調べたところ、1961年
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と1978年の2回、いずれも東京で開催。さらに
2004年には、大阪・京都を中心に日本で3度目
の国際大会が開かれています。
次の4度目の開催までに、引き続きロータリ

アンであれば（すなわち、このまま商工中金
佐世保支店長であれば）、是非参加したいもの
です。
以上、ふたつの記事をご紹介申しあげて、

私の3分間情報を終わらせていただきます。ご
清聴ありがとうございました。

親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

○今月の誕生祝い
井上　斉爾さん（3日）
福田　金治さん（4日）
久富　洋一さん（7日）
武井　洋一さん（15日）
闍瀬　宏滋さん（15日）
闍田　俊夫さん（18日）
松尾　文隆さん（22日）

親睦活動委員会　佐藤　丈治さん

佐世保南RC 桟　宗利さん

遅くなりましたが、3000回例会おめでとう
ございました。伺う度に深いコンテンツに驚
いております。本日もしっかり勉強させて頂
きます。

田中丸善弥幹事、芹野　隆英副幹事

米倉副会長の（卓話？）もとい、会長代行あ

いさつご苦労様です。夜も市内8RC会長・幹事
会にてお世話になります。

飯田　満治さん
米倉副会長の初登場にニコニコします。会

長・幹事会もとのことガンバッテください。

松本　英介さん
会長代行、声はデカイがチン（点鐘）は小さ

いことがわかったぞ！

梅村　良輔会長（本日欠席して申し訳ありません）
鬼木　和夫さん、才木　邦夫さん
飯田　満治さん
国際交流員 黄宝珍さんの卓話、楽しみにし
ています。

古賀　　巖さん
先日の夕方、島瀬美術館の壁にクレーンに

乗ってキラフェスの絵を描いていたところ、
けたたましくサイレンがなりました。聞けば
常盤町で建物火災とのこと。常盤町といえば
富士国際ホテル。富永さんに早速連絡すると、
ラッキーボウル裏との情報。クレーンの上か
らよくよく見ると、どう見ても、商工中金の
前に消防車がたくさん集結している様に見え
るので、あわてて大野さんに電話しました。
隣のビルの解体でのボヤだったそうですが、
なんでも、外出先から戻ってきたら、銀行の
前に消防車が大挙して集結していたそうです。
さぞ驚かれたことと思います。火事騒動で大
変だったと思いニコニコ致します。

井上　斉爾さん、福田　金治さん
久富　洋一さん、武井　洋一さん
F瀬　宏滋さん、F田　俊夫さん
誕生祝いありがとうございました。

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 16,000円

累　　計 340,000円

◇
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（今週の担当：松本　由昭）
（カメラ担当：佐藤　丈治）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

卓話予定者

名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
チャールズW.ロック大佐様

『中日文化の違い―
「熱いですね」と「御飯を食べましたか」』

佐世保市企画部国際政策課

国際交流員　黄
コウ

宝
ホウ

珍
チン

さん

はじめまして、中国厦門
アモイ

市から
きた黄宝珍と申します。今は市役
所国際政策課で働かせていただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。
30分間という短い時間ですが、厦門理工学

院の簡単な紹介、中国の簡単な概況と中日文
化の違いについてご説明させていただきたい
です。
まずは私が勤めている厦門理工学院につい

てご紹介させていただきます。厦門理工学院
は中国東南地方の海辺の厦門市にあります。
福建省にある公立四年制大学で、1981年に創
立されました。福建省と厦門市が共同で設立
し、厦門市が中心となって管理しています。
現在、17の学部と40以上の学科があります。
学生は19,550名以上、教職員は1,120名です。
厦門理工学院と佐世保高専の交流は2004年

から始まりました。この7年の間に、毎年7月
に厦門理工学院から佐世保高専へ学生と教員
を合わせて8人ほど派遣します。その代わりに、
毎年10月に厦門理工学院へ佐世保高専の学生
さんと先生を合わせて9人派遣しています。お
互いに企業での工場実習や文化体験などのコ
ミュニケーションをいろいろ実施しています。
また、中国からの観光客誘致や対中国の事業
展開をサポートする人材育成を目的に、今年
の9月に佐世保市役所から友好都市である厦門
市に、野中さんという女性の職員を2年間派遣
することになりました。9月から半年間、厦門
理工学院で中国語研修を受けることになって
います。

次は中国の概況について少しお話します。
中国の面積は960万平方キロメートルあって、
南北の温度差も50度以上あり、人口も13億人、
文化なども地方によってそれぞれ違いがあり
ます。私がこれから紹介したい中日文化の違
いも一般論とははっきり言い切れませんが、
個人的な見解として聞いていただければ幸い
です。
人間はそれぞれ自分なりの特性を持ってい

ます。違う国の国民も同じように特有の価値
観や行動様式を備えていると思います。中国
人は柔軟性があり、日本人は計画性に富んで
いるとよく言われています。短所、長所は中
国人と日本人の両方にあり、「良し」や「悪し」
の判断はしがたいと思います。お互いに理解
し合って、その違いを楽しんでいただければ
と思います。
中日文化の違いといえば、いろいろな面が

あります。呼び名や食べ物やマナーなどなど、
数えても数えきれません。今日は挨拶につい
て中日文化の違いを探求しましょう。

卓　　話

ニイハオ＝あなた  ご機嫌よう！ 

チャンポン＝ご飯を食べますか!?
ニチ  ファン  レマー 


