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例会報告
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高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988
大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ

●会 長 鍋島 勝雄
●幹 事 中村 良平
●会報委員長 米澤 久二

＜会長の時間＞

「二月の湖西」

蜘手 康介

◎高山市文化協会より

２月１１日土曜日、小学１年生の

・平成 23 年度高山市文化協会通常総会のご案内

孫娘と久しぶりに南小学校まで散歩
を兼ねて歩くことにしました。天気

が、私には見えませんでした。しかし、孫の視線に成ってマネキ

会 場

桜山八幡宮 参集殿

可 茂 … 3 月 16 日(水)は、坂祝中 2 年生ﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰ教室開催のため
シティホテル美濃加茂 に 変更
4 月 6 日(水)は、観桜例会ため、
7 日(木)18：30～ すぎ山 に変更
加茂東 … 4 月 7 日(木)は、お花見家族同伴例会のため
2 日(土) 17：00～

気にがんばれ』等言ってくれて嬉しいよ」と話してくれました。
音羽屋さんの工場で左に回ろうとしましたら、そちらは危険だ
から行ってはダメだよと孫に注意されました。理由が解らず強引

会費 2,500 円

総会終了後懇親会

＜例会変更＞

バイパスに出て地下道に入る時、｢毎朝ここに(みまもり隊)のお
目線で「
『今朝ご飯を食べたか・昨日けんかしなかった・今日も元

平成23年度教会事業計画案・収支予算案審議、

懇親会

ンが有ることに気づきました。
じさんが居て声を掛けてくれるんだ｣と。そして膝を折り、子供の

午後５時３０分より

任期満了に伴う理事及び監事の選任

有りました。本道に出てしばらくす
店にお人形が有るよ」と言いました

３月２３日(金)

議 題

は晴れていましたがまだ肌寒い感は
ると「ねね、おじいちゃんここのお

日 時

白川町｢熊の島｣ に 変更

5 月 5 日(木)は、法定休日(こどもの日)のため、休会
＜受贈誌＞
高山ＲＣ(会報)、台北東海 RC(会報)

に苔川方面に行きましたら、雪捨て場に成っていてガードレール
が外されていました。私の目線では川の流れは見えますが、孫の
目線では見えず危険を感じました。

＜出席報告＞

上岡本郵便局の通に出て、北側は雪が消えていますが、南側は
雪に覆われて日差しによって随分違うことに気づきました。残念
ながら北側には歩道が無く南側にしか歩道がありません。私の知

区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

休会

のため

メイク

ありま

せん

本日

37 名

－

37 名

44 名

84.09%

り合いが歩道の雪を取り省いていました。ご苦労様と声を掛ける
と「今日は孫と散歩かい」と言われ「孫はかわいいな、この子達
がスベラ無い様にやっとるやさ」と心に残る優しさを感じました。
１キロの短い距離の散歩でしたが、自分から見る視線と子供か
ら見る視線の違いに驚きを感じると同時に、近隣の方々の心温ま

＜本日のプログラム＞ 国際奉仕委員会

る思いやりを十分感じさせられたすがすがしい時を過ごすことが

国際奉仕委員長

できました。

新田 敬義

皆様も違った目線で見ると何かを発見出来るかもしれませんよ。
本日は高山市国際交流員
李学奇氏に、中国の行政区、
歴史、民族および主要都市の

＜幹事報告＞

紹介、食文化、経済等につい

◎高山市社会福祉協議会より
・平成 22 年度第 4 回評議員会の開催について
日時

３月２８日(月)

午後２時より

場所

総合福祉センター ３階作業室

て卓話をいただきます。
プロフィールは 1984 年生まれ、雲南省大理市出身。北京第二外国
語大学日本語学部をご卒業。同大学院通訳科を経て 2009 年 4 月高山
市役所秘書国際課に着任し活躍中です。

地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ

例会報告
＜ニコニコボックス＞
●高山中央ＲＣ

島 良明 様、永井 信次 様

久し振りにメーキャップさせて頂きます。よろしくお願いし
ます。
●鍋島 勝雄さん
李学奇さん、近藤有子さん、お忙しい中ありがとうございま
す。中国の話よろしくお願いします。ジュニンさん、お久し
ぶりです。お元気な姿を見る事ができ喜んでいます。また、
島良明さん、永井信次さんようこそ。
●中村 良平さん
高山市国際交流員 李学奇様、秘書国際課 近藤有子様、およ
び高山中央ＲＣの島良明様、永井信次様、そして交換学生の
中国
高山市企画管理部秘書国際課

ジュニン・アニソン・スエイトさん、ようこそお越し下さい
国際交流員

李学奇

様

ました。李様、今日はよろしくお願いします。

本日は中国の全体的な話をしたいと思います。

●新田 敬義さん

建国は 1949 年 10 月１日で今年 62 周年を迎えます｡中国に

本日は国際交流員の李学奇さん、ようこそお越し下さいまし

は 56 の民族があり、漢民族以外の 55 の民族は僅か総人口の

た。卓話よろしくお願いします。また、高山市秘書国際課の

8‰を占めているため、少数民族と呼ばれています。中国には

近藤有子さんには大変お世話おかけました。ありがとうござ

４つの直轄市、23 の省、５つの自治区、２つの特別行政区が

います。

あります。

●伊藤 松寿さん、脇本 敏雄さん、菱川 正臣さん、田近 毅

中国の一部の都市を紹介します。北京は中国の首都で、56

さん、挟土 貞吉さん

の民族すべてがそろっています。天安門広場、故宮、天壇公

ジュニン、2 年振りの高山、お帰りなさい。みんな待ってい

園、万里の長城などが有名なスポットです。

ました。元気でなによりです。これからも是非、何度でも高

上海は直轄市の一つで、中国の経済や金融、貿易センター

山に来て下さい。ところで結婚は…どうなっているの？吉報

で、アジア第二位の株式市場があります。 2010 年５月１日

を待っています。

から 10 月 31 日に上海万博が開かれ、総計 7308 万人の入場者

●小森

を記録しました。

創立 45 周年記念誌が立派に出来あがりました。大変ご努力頂

天津は隋の時代に開通された南運河と北運河の交差地点に

丈一さん

きました平委員長、蜘手さん、ありがとうございました。素

あります。 19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて多くの国が

晴らしい記念品としていつまでも残る事でしょう。

入ってきたため租界が多く、西洋風の建物が多い都市で、中

●平

義孝さん

我がクラブの 45 周年記念誌を、今日お渡しする事が出来まし

国の工業、貿易の拠点です。
重慶は夏が暑く、南京、武漢と並んで中国三大火炉と言わ

た。表紙の写真は力強い高山の手筒花火、撮影は蜘手さん。
この記念誌は 5 年間の記録であります。記念誌発刊にあたり、

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から「天

小森実行委員長、蜘手さん、そして５代の会長さんに大変お
世話を掛けました。ありがとうございました。

府の国」と言われています。
西安は昔長安と呼ばれ、歴史上十数王朝の都城であったた

●岡田

賛三さん

め、大雁塔と兵馬俑など歴史的名所旧跡が数多く残っていま

先日 23 日、福岡ショウルームをオープンいたしました。これ

す。

で北海道、東京､名古屋､高山､大阪､九州と拠点が出来ました。

広州は上海、北京に継ぐ中国第３の都市です。

●野戸

中国の食文化は北と南と大きく違います。北方は麺を主食

先週例会を検査入院で休みました。久し振りの例会の様な気

守さん

とし、南方は米を主食とします。中国と言えば餃子が有名で

がして少し戸惑いました。

すが、その形は昔のお金に似ています。すべてが順調にいく

●寺田

ようにという意味で、お客さんを招待する時に必ず餃子を出

①おわび ネームプレート家に持ち帰ったまま忘れてきまし

します。北京料理、上海料理、四川料理、広東料理は中国の

一夫さん

た。申し訳ありません。
②遅くなってしまいましたが、家内の誕生日に花束を頂きあ

４大料理として有名です。
中国経済は、1987 年以来、平均成長率 9％を保っています。
2006 年から中国は日本の最大貿易相手国になりました。

りがとうございました。
③仕事の打ち合わせで今日は早退します。

現在、中国政府は「西部大開発」や「家電下郷」などの政
策を積極的に実施しており、農村部の経済発展に力を入れて
います。

地域を育み大陸をつなぐ

