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きなイベントが控えています。2010 年上海国際博覧会で
す。これまで最大の 1970 年大阪万博の 6400 万人を大きく
上回る 7000 万人の入場者が見込まれる史上最大の万博で

＜本日のゲスト紹介＞
高山市企画管理部 秘書国際室 国際交流員
李 学奇 様

す。5 月 1 日より 10 月 31 日までの 184 日間、会場の広さ
は愛･地球博の約 2 倍、参加申し込みは 192 ヶ国だそうで
す。国際博覧会は 1851 年にロンドンで第１回が開催され、
その後 60 を超える博覧会が世界で開催されてきました。

＜会長の時間＞

会長

橋本

修

日本館を紹介しますと、紫の蚕の島と書いて通称“かいこ
じま”と呼びます。英語ではパープルシルクワァームアイ

前回は念願の 100％出席例会を達成する事が出来ました。

ランド、中国語ではズーッアンダオと言います。

本当にありがとうございました。本日はその反動が出まし

◎紫は、日本館の外観の色合い。日本においても中国にお

たでしょうか?そんな気が致します。

いても気品のある色合いとされていること。

さて、通常、先生と呼ばれる職業は、教師、弁護士、医師、

◎蚕の島は、日本館の外観の形が蚕の繭を連想させること。

政治家など、尊敬に値する立場の方々が呼ばれています。

◎蚕が作る絹糸は日中の文化のつながりの象徴の一つで

最近はいろんな人が先生と言われています。
高山市の教育に関する職業に関わってみえる会「教育研究
所」という所が主催しまして、「月に一度のためになる話

もあること。
◎蚕はいつか高貴な姿に生まれ変わると言う意味で中国
では不老不死の象徴ともなっていること。

の会」の中で、特別編が組まれ、その講師に永家将嗣さん

など全体として、高貴さと未来に向かって成長する期待感

が選ばれました。当夜は、中日、岐阜新聞を始め、市民時

を表していることから、日本館の愛称は、日本と中国にお

報さんも取材に来てみえました。７５分間もの長き時間に

いて一般から募集し、応募総数は、3,600 通の中から決定

も熱心に耳を傾ける教育者（いわゆる先生方）の姿に私は

されました。確か、島会長の時に、愛･地球博に万博会場

感動をしました。最後に質疑応答の時間が１５分間取って

で例会をされたと思います（私は欠席しました）が、20

ありました。確か４人の方が質問されました。要約します

周年のイベントとして、考えてみたらどうでしょうか！!

と、「大変すばらしいお話をお聞かせ願いまして、感動い
たしました。自分もボランティアに参加したいと思いなが

＜幹事報告＞

幹事

岩垣津

亘

らなかなか実行に移すことが出来ません。行動に移されま
したそのきっかけみたいなものは何でしょうか。又、永家
先生のご家庭での子どもさんに対するしつけと申します
か、接し方に何かありましたら･･･？」当人は永家先生と
言われも動ずる事なく平然と答えておりました。ここに高
木さん、周さんに続いて３人目の先生が中央ロータリーに
誕生したのではと思いました。今までは、
「こら、将嗣よ!!」
なんて呼んでいましたが、今日からは永家先生と呼ばなく
てはと思いますが、皆様どう思われますでしょうか？
さて、本日は講師として、高山市国際交流員の李学奇様に
お越しいただきました。ありがとうございます。後程、卓
話の方よろしくお願い致します。中国は今、国を上げて大

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より
・ロータリーレートのお知らせ
３月１日から１＄＝90 円
◎国際ロータリー第 2630 地区 桑月ガバナーエレクトよ
り
・2010 年会長エレクト研修セミナー開催のご案内
日 時：３月２０日（土）１０：３０～
会 場：岐阜都ホテル
登録料：10,000 円
◎高山西ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
3 月 19 日（金）職場訪問例会
レザミひだメディアガーデン
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4 月 9 日（金）休会

定款により

ようにと言う意味で、お客さんをもてなすときは必ず餃子
が出ます。北京料理、上海料理、四川料理、広東料理が中

＜本日のプログラム＞
国際奉仕委員会
高山市国際交流員
「中国事情」

国 4 大料理として有名です。

新井
李

中国経済の現状は 1987 年以来、経済成長率の平均は 9％

委員長
学奇

です。
中国の教育についてですが、小学校 6 年間、中学校 3 年間

様

の義務教育があります。大学は 4－5 年制の本科と 2－3
年生の単科がありますが、2009 年の就職率は 68％で就職

本日は中国の基本的な事をお話したいと思います。
建国は 1949 年の 10 月 1 日で 60 周年になりました。人口
は 13 億 2802 万人（2008 年）で、漢民族以外の 55 の民族
は僅か総人口の 8％を占めるに過ぎないので、少数民族と
呼ばれます。首都は北京、国家主席は胡錦濤氏、総理は温
家宝氏です。
中国の代表的な都市を紹介します。北京は中国の首都で、
人口 1695 万人、56 全部の民族がそろっています。天安門
広場、故宮、天壇公園、万里の長城、胡同（フートン）が
有名なスポットです。
上海は直轄市の一つで、人口は 1888 万人、中国の経済、
金融、貿易センターで、アジア第二位の株式市場がありま

難です。
外国人の私が日本についての印象として、以下のようなこ
とが挙げられます。それは安全な国、綺麗な国、礼儀正し
い国、お菓子の国、便利な国、電気技術が優れている国、
ゴミの分別が厳しい国、アニメと漫画の王国です。
職場において、日本人は仕事が真面目で、自主性がなく、
言い訳しないという印象を持っています。
日本の交通は、広大な交通網があり、とても便利で、公共
交通機関が時間通りに運行されています。
日本は文化財の保護が進んでいて、祭りの多い国だと思い
ます。

す。今年 5 月 1 日から 10 月 31 日まで「より良い都市、よ
り良い生活」をテーマとして万博が開かれ、200 カ国の参
加 7000 万人の入場者を目標としています。
天津は髄の時代に開通された南運河と北運河の交差地点
にあります。19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて色々な
国が入ってきたため租界が一番多く、西洋風の建物の多い
都市です。中国の工業、貿易の拠点です。
重慶は夏暑く、南京、武漢と並んで中国最大火炉と言われ
ています。成都は四川省の省都で、豊かな成都平原にあり
昔ながら「天府の国」と言われています。
西安は昔長安と呼ばれ、過去十数の王朝が都をおきました。
大雁塔と兵馬俑など歴史的な名所旧跡がたくさん残され
ています。
広州は上海、北京に継ぐ中国第 3 の都市です。
中国の食文化は北と南で違います。北は麺を主食とし、南
は米を主食としています。中国と言えば餃子が有名ですが、
その形は実は昔のお金に似ています。すべてが順調に行く

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日のゲスト、高山市企画管理部秘書国際室

李

学奇

様のご来訪を歓迎申し上げます。卓話を楽しみのしており

本日も健康に暮らせる事に感謝します。ぞろ目にちなん
で・・・。

島

良明

ます。よろしくお願いいたします。
理事役員一同

本日はゾロ目の日ですね。２週連続でＳＡＡの仕事をでき
ずご迷惑を掛けましてすみません。

都竹

太志

よろしくお願いいたします。昨日は、暖かさにつられ、庭

先週、ロータリー情報委員会で堀口

裕之君に「ロータリ

の雪を捨てる作業をしました。もう雪は降らないと念じて。

ーとは」の説明を行いました。３月には入会頂けると感じ

春よ来い。

ています。

ゲストの李学奇さんようこそお越し下さいました。本日は

国際交流員
す。

橋本
李さん

修

本日は卓話をよろしくお願いしま
新井

信秀

伊藤

正隆

