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2018-2019 年度 国際ロータリーのテーマ

BE THE INSPIRATION

R.I 会長 バリー・ラシン
善意というものがないなら
ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
職業は金儲けのためでしかなく、
社会奉仕というも施しにすぎず、
国際奉仕は外交以外の何ものでもない。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

幹事

木村洋一

飯塚荘一・大島千賀子・飯山順一郎

第３０９３回例会
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松島宏明

前 原 勝 樹

(１２月１０日(月)第２例会)

点 鐘
ロータリーソング斉唱
来訪者紹介
出席 100％表彰
新会員入会式
エクステリア桐栄 代表 中村 光孝君
(1)推薦の言葉 丹羽 あゆみ さん
(2)バッチの贈呈
(3)歓迎の言葉 会長 松島 宏明君
(4)新会員挨拶

６.
７.
８.
９．
１０．

会長の時間
幹事報告
ゴルフコンペ表彰式
委員会報告
卓 話
「私の故郷と米山奨学生感想」
米山奨学生 孫 逸菲 様
１１． 点 鐘

ようこそビジター
<伊勢崎 RC> 青木 清勝 様

出席１００％表彰

<米山奨学生> 孫 逸菲 様

会長の時間
本年最大の寒波だそうです。今朝は赤城も雪化粧でし
た。昨日の桐生ロータリーゴルフコンペは寒さの中ご苦
労様でした。来週は家族合同忘年クリスマス会ですが、
今回は足利ロータリークラブのメンバーが 10 名参加して
くださいます。その中で 2 名の新会員の方は、桐生の新
会員の余興にも参加いただく予定です。何かとあわた
だしい中、くれぐれもご自愛ください。

竹内 靖博君 23 回
月門 快憲君 10 回
荒木千恵子さん 3 回

新会員入会式

エクステリア桐栄
代表 中村 光孝君

米山奨学金授与
孫

逸菲 様

《報 告》
・12/5 親睦活動委員会家庭集会
次年度理事役員顔合わせ会
・12/9 米山学友会忘年会 岡野カウンセラー出席
ゴルフ部コンペ 桐生 CC 忘年会 美喜仁
《予 定》
・12/13 桐生 4RC 女子会
青木さん、荒木さん、小林さん、田中さん、
ﾗﾝﾄﾞﾙﾌさん
・12/15 次年度クラブ運営セミナー
須永会長エレクト、飯塚副幹事
・12/17 家族合同忘年クリスマス会
点鐘：午後 6 時 30 分
場所：桐生プリオパレス

幹事報告
・次週１7 日は、家族合同クリスマス忘年会です。桐生プ
リオパレスにて、18 時 30 分点鐘となりますので、お間
違えのないようお気をつけください。
２４(月)、３１日(月)の例会は、休会です。
次回桐生倶楽部での例会は、1 月７日(月)新年初例
会となります。
・事務局年末年始休暇は、12 月 29 日～1 月 3 日までと
なります。緊急の連絡は、幹事までお願い致します。

ゴルフコンペ表彰式
12 月 9 日
桐生カントリークラブにて
優勝 木村 滋洸君
準優勝 森 末廣君
3 位 津久井真澄君

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 30 年 12 月 10 日)
総員 67 名：出席 40 名
平成 30 年 11 月 26 日例会修正出席率：80.30％
ニコニコボックス
松島宏明君…孫逸菲さん優勝おめでとう!!／牛膓章君
…伊勢崎 RC 青木さんをお迎えして／木村滋洸君…ゴ
ルフコンペで優勝させて頂きました／松田秀夫君…孫
逸菲さん卓話をありがとうございます／田中淳君…ゴル
フコンペにて会長賞を頂きました／木村滋洸君、大友
一之君、飯塚荘一君…結婚祝／大友一之君、松田秀
夫君…誕生祝／竹内靖博君、月門快憲君、荒木千恵
子さん…出席 100％。
卓 話

「私の故郷と米山奨学生感想」
米山奨学生
孫 逸菲 様
１、 自己紹介
今日は、皆様の貴重な時間をいただき、ありがとうござ
います。今年、ロータリー米山奨学生になって、本当に
嬉しいです。心から皆さんに感謝しております。今日は
「私の故郷と米山奨学生感想」をテーマとしてご紹介さ
せていただきたいと思います。よろしくお願いします。
紹介の内容は 、 、 三つの部分を構成されました。
２．故郷
まず私の故郷新疆についてご紹介させていただきます。
中国は鶏の形になります。中国の面積は世界第三位で、

約 963 万平方メートルです。（ロシア、カナダ）。人口は
13 億 9 千万人です。民族は、漢族が 92%を占めていま
す。主要宗教は、仏教、イスラム教、キリスト教です。通
用文字は漢字です。何故、通用文字というかというと、
少数民族は独自の文字を持っていますが、他民族には
通じ（読め）ないです。その民族の人しかわからないで
す。中国の行政区分は、基本的には省、地、県、郷とい
う 4 層の行政区の構造から成る。日本の都道府県に当
たるように、中国の一級行政区画は省、自治区、直轄市、
特別行政区の四つに分かれています。23 省・5 自治区・
4 直轄市・2 特別行政区に分けられ、計 34 の一級行政
区が存在する。
次は私の故郷について皆さんに紹介したいと思います。
北京、上海はご存知と思いますが。確かに、北京、上海
はとても有名です。でも、中国は広くて、たくさん美しい
ところがあります。自治区はほぼ西のところにあります。
自治区としては、内モンゴル自治区（内蒙古自治区）、
広西チワン族自治区（広西壮族自治区）、チベット自治
区（西蔵自治区）、新疆ウイグル自治区（新疆維吾爾自
治区）、寧夏回族自治区が存在する。赤で表示された
部分は新疆です。新疆ウイグル自治区の面積 166 万
km2 です。新疆は中国の省・自治区の中で最大であり、
中国全土の約 1/6 を占める。次新疆の地図をご覧くだ
さい。この緑の三角形で表示されたところは天山山脈で
す。天山山脈は新疆を南北に二つに分けています。北
の方はたくさん草原がありますが、南の方は砂漠いっぱ
いがあります。新疆の面積の約 4 分の 1 は砂漠が占め
ており、これは中国の砂漠総面積の約 3 分の 2 に相当
する。この赤で表示された点は新疆の首府、私の故郷
ウルムチ市です。ウルムチ市の南側には天山山脈が連
なっています。世界で最も海から遠い都市とされていて、
最も近い海岸線までの距離は 2500 ㎞にもなる。人口は
183 万人。もし、日本の東京から故郷まで飛行機で行く
としたら、約 8 時間 30 分くらいの距離です。残念ながら
直行便は無いので、乗り換えが必要です。
新疆の総人口は約 2444 万人で、その 3 分の 2 は漢族
以外の少数民族です。自治区内の住民はウイグル族、
漢民族の他、カザフ族、回族など、全部で４７個民族を
構成されて、民族によってかぶっている帽子が違います。
新疆の気候は、緯度的には温帯から亜寒帯にあたるの
ですが、ユーラシア大陸の最奥地に位置し、海から遠
いうえに周囲を高山に囲まれているので、年間を通じ非
常に乾燥しており、また、大陸性の気候ですので寒暖
の差が激しく、同緯度地方と比べて、冬の寒さは厳しく、
夏は高温です。
新疆では、昔シルクロードの主要なルートの一つ存在し
ていました。シルクロードは中国と地中海世界の間の歴
史的な交易路を呼ばれます。絹が中国側の最も重要な
交易品であったことから名付けられた。一般的に西は中
国の西安を起点とし、東はローマまでの道がシルクロー
ドとされています。
新疆では美しい景色がたくさんあります。
カナス湖は新疆ウイグル自治区の最北端のアルタイ山
脈の南の方にあり、湖は約 20 万年前の氷河の移動によ
り形成された。湖の平均深さは約 120 メートルです。この
ところも遠いです。去年母と一緒にカナス湖に行った時、

ウルムチからまず 8 時間の寝台列車に乗って、それから
バスで 4 時間もかかります。でも、美しい景色を見ると、
気持ちがいいです。
新疆の草原もたくさんがある。
新疆の料理の肉は羊を主に食べます。これは有名なピ
ラフみたいの料理です。羊肉、人参と干しぶどうを混ぜ
て作ったご飯です。右の写真は焼き饅頭です。羊肉と
玉ねぎを混ぜて餡を入っています。マトンの串焼きも有
名です。これは四角形に切った羊肉を串に刺して焼い
たものです。右側の写真はナンです。ナンは小麦粉と
塩、水を主材料とし、焼いたものです。
太陽が出ている時間が長くて、昼間と夜の温度差が大
きいので、新疆の果物はとても甘いです。日本では果
物を買うときは、例えば「リンゴ一つ 100 円」というように
一つずつに値段がついていますが、中国の場合は 500
グラム単位で値段が決まっています。例えば日本のスイ
カ一つ 2000 円ぐらいで、新疆のスイカは 500 グラムに
20 円、一つスイカ大体 6 キログラムで 240 円になります。
とても安いです。
他の果物、ぶどうとか、ナツメとか、メロンといちじくも甘く
て、美味しいです。
もし、機会があったら、ぜひ新疆に遊びに来てください。
3．留学生活
次は留学生活についてお話したいと思います。
私の大学は中国遼寧省瀋陽化工大学です。大学で四
年を勉強して、修士に進学しました、中国の修士は 2.5
年です。学校と群馬大学は国際交流協定を締結してい
るので、修士一年半の時、交換留学生とし日本にきまし
た。日本に初めて来たとき、日本の道路はとても静かで、
町はとても綺麗だと思います。皆さんはちゃんと交通ル
ールを守っています。そして、スーツを着ている日本人
が多いです。話はとても丁寧で、礼儀も正しいと思いま
す。一年間の交換が終わった後で、群馬大学で博士に
入学しました。
中国と比べて、日本の大学の学術交流活動の方がとて
も多い。今年 11 月研究室から 18 名先生と学生が中国
の青島で国際学会に参加しました。国際学会に参加し
て発表をするという本当に貴重な体験をさせていただき、
人とふれあい、様々なものを見て感じて本当にたくさん
勉強になったと感じています。
勉強以外の生活も楽しいです。学園祭の時、中国の留
学生みんなで水餃子を作って、販売したり、文化祭の時、
日本人の子供に餃子の作り方を教えたり楽しい思い出
ができました。
中国のお正月の時、みんな集まって，餃子と美味しい
料理を作ったり、紅白歌合戦みたいな春節晩会を見ま
す。
群馬大学主催して、彦部屋敷でお茶会を行った時、簡
単なお茶の作法を教えてもらって、草木染でハンカチを
染めて楽しかったです。これは日本の伝統文化に直接
触れることができるいい機会でした。
日本に来てから、学校でいろんな活動に参加して、日
本文化を勉強し、そして、たくさんの日本人と外国人と
知り合って、友達になりました。とても有意義な留学生活
だと思います

4．米山奨学生感想
次は米山奨学生になってからの感想についてお話した
いと思っております。
今年幸いにロ―タリー米山奨学生として選んで頂き、本
当に楽しかったです。ロータリーの行事に参加する機会
をあたえられ、他の留学生より日本の方と触れ合う機会
も増え、日本人の生活や考え方や習慣がわかるように
なってきました。日本文化と社会知識も勉強になりまし
た。とても有意義だと思います。
今年地区大会に出席した時に各国から来た奨学生と逢
い、皆さんは元気で、明るい笑顔です。奨学生達と仲良
くして、みんなと交流ができ、日本以外の国との文化交
流もできました。
お世話になっている桐生ロータリークラブのロータリアン
のみなさんが優しく接して、例会に出る時やクラブのイ
ベントに参加する時にもみなさんがいろいろに声をかけ
ていただきました。私のカウンセラーは優しい岡野さん
です。岡野さんは私をたくさん助けてくれました。地域の
活性化のためにうどんの作り方を教えてもらいました、
私を連れて美術館を見学しました。その他、岡野さんか
ら紹介して、着物教室に着付けを習っています。着付け
の勉強だけじゃなくて、日本の礼儀、着物の種類と歴史
を勉強になりました。稽古の時、楽しくて、日本の文化を
よく理解できるようになりました。着物は日本の美しい文
化と思います。11 月全日本着物装いコンテスト関東地
方大会に参加しました。コンテストは鏡のない舞台上で、
自分で装います。そんな大きい舞台でたつのは初めで、
とても緊張しました。外国人の部問は全部 9 人で、第一
位を取りました。とても楽しくて、いい経験でした。これか
ら世界大会を目指して、頑張ります。
ロータリアン達は奨学生達を守って、大切に育ってくれ
て、本当にありがたいです。私は感謝の気持ちを持って
生きていくつもりです。将来の夢が三つあります。一つ
は、日本語と英語をうまく話せるようになりたい。二つ目
は、学生生活で学んだ知識、思考方式を将来の仕事で
活かせるように頑張りたい。三つ目は、ロータリー米山
奨学会の奉仕精神を日常生活で実践し、平和な世界
に貢献したいということです。
以上は私のスピーチでございます。御静聴誠にありがと
うございました。

本日の食事

ばかもん ステーキ弁当

✿本日のお花✿

