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点   鐘   会 長  高田一行 

ソ ン グ   「君が代」 

「奉仕の理想」 

唱   和   「四つのテスト」 

会 長 挨 拶    会 長  高田一行 

幹 事 報 告   幹 事  杉森幹男 

プログラム 

 第一例会につき 結婚・誕生祝い 

 奨学金授与（王堯玉さん） 

各委員会報告 

    新年度活動計画の発表 

  卓話（王堯玉さん） 

 

 

 

 

「誕生祝」 桜井隆宏会員  杉森幹男会員 

古西弘和会員  野島暉通会員 

市原豊彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「奥様誕生祝」 土屋俊夫 夫人 ひとみ様 

        前川成吉 夫人 幸子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「奨学金授与」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「乾杯のご発声」 

第 26代会長 

青柳誠会員 

 

 

 

 

 

例会報告（平成 30 年 8月 2日） 
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土屋会員 / 高田会長 

 

市原会員 / 高田会長/ 古西会員 / 杉森会員 

高田会長 / 王堯玉さん 

 



委員会報告 

幹事報告 

会長挨拶 

理事会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。８月に入りましたが、今年の

夏は異常気象ですね。台風 12号も過ぎ去りまた暑

い日に戻りました。台風は異例の進路をすすみ千葉

ではたいしたことはありませんでしたが、県内では

さまざまなイベントが中止になりました。心配され

ていた西日本豪雨の被災地を直撃してしまい、影響

が長く続きそうです。呉市を含む広島県内では１日

千人～２千人近くの人が避難したそうです。辛い状

況というものは誰しも避けては通れない場合があり

ますが、詩人・画家である星野富弘さんの名言に

「辛いという字がある。もう少しで、幸せになれそ

うな字である」というものがあります。辛いという

字に一本足すと幸せという字になる、「あと一歩」

と考えると少し慰められる気がいたします。西日本

豪雨の被災地では、豪雨、猛暑、台風と続きすっか

りくたびれたという声もあがっておりました。二次

被害の恐れもあり、引き続き厳重な警戒が必要との

事ですが、一日も早く元の生活に戻れるよう願って

おります。 

 

 

 

 

第 2回定例理事会 

日時：平成 30年 8月 2日（木） 11：00 

場所：成田空港南ＲＣ事務所 

議題 

第 1号議案． 7月度会計承認の件 

承認されました 

第 2号議案． 西日本豪雨に対する義援金送付に関

する承認の件 

呉ＲＣからのお礼の連絡（7/27送金完了） 

  承認されました 

第 3号議案． ポロシャツの件 

  例会時の服装として ロータリーのロゴの入っ 

ているクラブポロシャツであれば出席ＯＫ 

第 4号議案．  観月会募集〆切の件 

  参加人数 28名（7月末〆切） 

  承認されました 

第 5号議案． 納涼会の件 

参加人数 23名（8/1現在） 

承認されました 

第 6号議案． 松尾小学校へのテント寄贈の件 

  テント寄贈の写真撮影（山武市広報掲載） 

  予定…8/9教育委員会 15：50分集合 

  その日に出席できる会員で出席する 

第 7号議案． その他 

  ロータリー財団の説明として卓話を依頼する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①例会のお知らせ 

・大網ＲＣ ・東金ＲＣ ・銚子ＲＣ 

②ガバナー事務所より 

・2018-19地区大会開催のご案内 

  大会第 1日目  10/27(土) ﾎﾃﾙ ｻﾞ･ﾏﾝﾊｯﾀﾝ 

  大会第 2日目  10/28(日) ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ幕張 

・ガバナー事務所､ガバナーエレクト事務所夏季休

業のご案内 

 

 

 

 

新年度活動計画の発表 

◇社会奉仕委員会 

 

 

 

 

 

 

委員長  越川博光 

【基本方針】 

 社会奉仕委員会では、地域社会のために奉仕活 



卓話 

動を行うとともに、ロータリークラブの地域への 

認知度を高め、クラブの活性化につながればと考 

えています。活動としては、環境保全、文化、ス 

ポーツ、青少年育成等を青少年奉仕委員会と協力 

して活動していきます。 

【事業計画】 

１．青少年育成事業 

  ・近隣小学校へのテントの寄贈を１校に２基 

寄贈したいと思います。 

２．環境保全活動 

  ・屋形海岸の清掃を横芝光町役場と一緒に行 

いたいと思います。 

 

 

◇米山記念奨学委員会 

 

 

 

 

 

 

委員長  冨 一美 

【基本方針】 

 クラブ会員への米山奨学事業に理解促進に努め 

る。 

【活動計画】 

１．地区行事（研修会・セミナー等）への積極的参   

 加 

２．ロータリー米山記念奨学会への寄付増進 

  （米山功労者３名以上を目標とする） 

３．世話クラブとしてお世話をしている米山奨学生

の王玉洪さんを介して、国際理解並びに交流を

深める会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇会計委員会 

 

 

 

 

 

 

委員長  古西弘和 

【基本方針】 

 当年度の予算書をクラブ細則における財務規定に

基づき作成いたします。会計委員会の方針として、

収支と支出および積立金をよりわかりやすくしてい

きます。 

【活動計画】 

１．移動例会時等の臨時会費を抑え、多くの会員が

気楽に参加できる環境を作ります。 

２．ニコニコボックスに集まったお金をニコニコ基

金とし、使途を明確に限定し、奉仕活動の資金

に充当していきます。 

３．各委員会への活動資金として使途と金額を予算

化し、それぞれの委員会が計画・立案・活動な

ど活発にできるようにしていきます。 

４．半期終了後に予算の見直しを行います。 

 

 

 

「ようこそ中国へ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学生 王堯玉さん 

皆様、こんにちは。私にとって、夏のイメージは暑

いだけではなく、休み、旅行のイメージも強いで

す。中国にいる時、よく家族と一緒に夏で国内旅行

しました。今、私は大体冬に帰国するので、冬旅行

になりました。 



今年の冬休み、家族と一緒に西安に旅行しました。

2016年の冬休みは家族と一緒に桂林に行きまし

た。そして、この二つの観光地は非常に有名で、ク

ラブの皆様も興味を持つと思うので、今日は皆様に

ご紹介したいと思います。そして、私は中国で河北

省石家荘市に住んでいますが、実は私の祖父母と両

親は井ケイ県の出身です。井ケイ県は有名な所では

ないですが、一千年以上の歴史を持って、たくさん

の伝統村落と古跡があります。すごく魅力があると

ころと思います。今後、有名な観光地になる可能性

もあるので、今日、井ケイ県のことを少し紹介した

いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、この中国の地図をご覧でください。まず、三

つの観光地の場所を説明します。井ケイ県は河北省

の西南地区であり、西は山西省です。太行山脈の東

側です。西安は中国の中部にあり、陝西省に属しま

す。桂林は中国の南の方にあり、広西チワン族自治

区に属します。広西自治区と隣の雲南省は少数民族

が非常に多いです。そして、雲南省も非常に綺麗な

場所なので、多くの人々はわざわざ雲南に行って、

結婚式を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、西安から詳しく紹介をします。今の地図は陝

西省の地図です。さっき言ったように、西安は陝西

省に属します。そして西安市は陝西省の省都です。

今日、西安観光四つのスポット地を紹介します。法

門寺は西安市隣の宝鶏市にあります。これ以外の三

つのスポット地は西安市にあります。 

昔、西安は長安と呼びます。中国の歴史上で 13代

の王朝は長安に王城を作って、政治の中心として中

国を統治するのは約一千年の歴史があります。皆さ

んがご存知の中国の秦代、漢代、唐朝は全部長安に

王城を作りました。現在、西安は大都市として、急

速に発展して、高いビルも建てて、車も多いです。

しかし、今年西安に行く時、一番感動したのは、現

代の建物以外に、都市の中心部で、たくさんの古跡

も残されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様、この写真をご覧ください。この長い黄色所

は、明の時代作った城壁です。今までもう６００年

間の歴史がありました。中国に今まで最も規模が大

きい古い城壁です。私は西安に旅行する時、この古

い城壁に登って、散歩しました。本当に古代に戻っ

た感じが強いです。 

皆様、中国古代の美人を聞かれたら、まず思い出す

のは誰ですか。私なら、やっぱり楊貴妃です。楊貴

妃は唐朝で最も美しい女性と言われます。そして、

楊貴妃と玄宗のストーリー皆様もご存じと思いま

す。本来、玄宗と楊貴妃はお互いに愛しています。

しかし、当時戦争がありまして、玄宗は国内安定の

ために、仕方がなく、楊貴妃を殺す命令を出しまし 

た。本当に悲しい愛情ストーリーですね。今日 

紹介する華清宮は、楊貴妃と玄宗と深い関係が 

あります。華清宮は唐の時代に建てられた離宮 

です。離宮は簡単に言えば、昔、皇帝が休む場 

です。古代、皇帝は風景がいい所で休めるため

に全国たくさんのところに離宮を建てました。この

華清宮は楊貴妃が湯浴みしたことで知られました。 

日本人は温泉がとても好きですね。実は、中国唐の

時代の人も温泉が好きです。特に、唐の皇帝は温泉

が好きです。だから、唐の皇帝は三千年前に、火山

が爆発して温泉が湧き出した驪山の下に華清宮を建

てて、有名な皇室行楽地になりました。昔、玄宗と

楊貴妃は毎年の冬から春まで華清宮に住んだそうで

す。今、華清宮は観光地として、非常に人気であり

西安市は陜西省の省都である 



ます。風景もいいし、昔楊貴妃が湯浴した池がまだ

残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この写真をご覧ください。これは華清宮のまえの彫

塑です。真ん中で踊っている女性は楊貴妃です。隣

で太鼓をたたく男性は玄宗です。これを見ると、感

動するのは、玄宗は皇帝なのに、自分が愛する女性

にために身分を忘れて、楊貴妃に演奏することで

す。玄宗も、楊貴妃も普通の夫婦の生活を望むでは

ないかと考えます。ちなみに、毎年の四月から十月

までの夜、華清宮で歴史舞台劇「長恨歌」が演出し

ます。「長恨歌」は唐の詩人白居易を書いて、玄宗

と楊貴妃の愛情を賛美するために書いた詩です。華

清宮で演出する、この舞台劇は楊貴妃と玄宗の愛情

ストーリーを還元しました。私は西安に行く時、今

年の冬なので、見えませんでした。本当に残念で

す。この演出は高い評判があるので、今後、西安に

行ったら、ぜひ行ってみると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は、始皇帝兵馬俑博物館を紹介します。1974年

西安の農民が井戸掘りの作業中、偶然に兵馬俑を見

つけました。この後、たくさんの学者は大量の兵馬

俑を発見しました。この発見は「二十世紀最大の発

見」、「世界第八大奇跡」と言われます。現在の兵馬

俑博物館は発見された場所の上で、建てられた古代

軍事博物館です。今まで発見された兵馬俑は全部こ

の博物館に置いています。今は大体六千ぐらいの兵

馬俑があります。本来、兵馬俑は秦始皇帝の副葬品 

です。実際に、秦代前の夏代、周代の皇帝 

が亡くなったら、生きている人は副葬品 

 として生き埋めにします。すごく残酷な 

手段ですね。秦始皇帝はこれを変わって 

自分の兵隊の軍人の本当の体の割合によっ

て、本当の人見たい兵馬俑を作りました。

だから、兵馬俑を見ると、本当に生きてい

る人見たいです。そして、それぞれの兵馬

俑の顔、姿も違います。これは一番驚くと

ころですね。ここで注意すべきことがあり 

ます。それは、私たち普通に見ている兵馬俑はこの

写真のような、色がないですね。実際に、本当の兵

馬俑は色があります。この写真をご覧ください。こ

れは発見したばかりの時、撮った写真です。すごく

きれい、生き生きですね。当時、しばらくの間で兵

馬俑は色がありましたが、空気と接触したら、酸化

して、今のような色がない兵馬俑になりました。現

在、中国は兵馬俑の色を保存する技術がないので、

兵馬俑を掘る作業もう止めました。今、博物館に置

いている兵馬俑はただの一部で、土にまだ大量の兵

馬俑を埋めされています。 

次は、法門寺を紹介します。法門寺は西安市隣の宝

鶏市にあります。東漢で建てられたお寺であり、

1700年の歴史があります。法門寺は唯一の仏教の

創始者釈迦如来の本物の指骨仏舎利を祭られること 

によって、世界に知られています。本物

の指骨仏舎利は今もこの塔の地下宮殿に祭

られています。この仏舎利が非常に貴重な

ので、地下宮殿を全部開放しません。で

も、観光者も見えるように、小さい窓があ

ります。この古い塔の中は本物の仏舎利が

保存される以外、地下宮殿の中で、約二千

個唐代の宝物が発見されました。こんな驚

く大量な宝物は唐代の皇帝様が釈迦如来を

祭るために、地下宮殿に置きました。唐

代、仏教は中国に発展して、ピークになり 

ました。当時の皇帝様も仏教を信仰します。皇帝様

が国を安定するために、多くの宝物を釈迦如来に供

えて、そして、釈迦如来の力で国を守る、という考

え方で、そんなたくさんの宝物が発見されたと思い

ます。今の法門寺は非常に広くて、全部見ると、大

体 3時間ぐらいかかります。一番上の写真と下の左

の写真である建物は、大体現代に建てられた建築で



す。下の右の写真である建物は歴史が長いです。上

の写真である道は長さが 1230メートルで、幅は

108メートルです。すごく広くて、この道の隣に十

尊菩薩があります。見ながら、歩くと、本当に落ち

着いています。 

皆様は今後時間があったら、ぜひ法門寺に行って見

てください、本当に心落ち着く、静かな場所です。 

 次に紹介したいのは大唐芙蓉園です。芙蓉園は昔

から有名な皇室の庭園です。昔の皇室がよくここで

散歩します。庭園なので、風景がすごくいいし、建

物も非常に凝らします。現在の芙蓉園は唐の時代の

芙蓉園の跡の上で造られ、中国で初の唐代の様子を

再現している大きいな皇室庭園テーマパークです。

今、芙蓉園の中で唐代の建物の還元度が高く、園内

は唐代の服、絵、唐詩を展覧する場所もあります。

そして、食べ物と記念品を売る場所もあります。本

当に文化と娯楽を結合する場所です。 

芙蓉園へ行く、一番勧める時期は中国正月の期間で

す。それは、その時大きいな灯り展があります。こ

の下であるのは私が撮った芙蓉園灯り展の写真で

す。中国では、古くから、旧暦の十五日に灯り展を

する習慣があります、さらに、唐の時代の灯り展は

一番にぎやかです。この芙蓉園の灯り展は最大限度

に唐の灯り展を還元しました。歩いてみると、自分

も唐朝にいる感じが強いです。ここで、西安の部分

が終わりました。 

これから、中国で最も有名な山水地桂林について皆

様に少し紹介します。中国では北の山水は雄大、険

しくイメージがあります。一方、南方の山水は美し

く、柔らかなイメージが強いです。桂林の山水は南

方山水の代表だと思います。自然風景が好きな方

が、桂林は一番勧めです。 

 桂林に行ったら、必ずやるのは漓江下りことで

す。ここは漓江下りの地図があります。漓江下りは

桂林から川の流れに沿って遊覧船で陽朔まで下るこ

とです。この間、両岸の山々が、鏡のように、美し

い漓江の水面に映り、山水画の世界に遊ぶようで

す。ちなみに、中国２０元の背面の写真は漓江下り

の一部です。            続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青柳誠君・土屋俊夫君・冨一美君・内田裕雄君 

小林定雄君・杉森幹男君・高田一行君・安藤卓造君 

  …王さん卓話ありがとう 

土屋俊夫君（奥様誕生日）・古西弘和君（誕生日）

市原豊彦君（誕生日､結婚記念日､奥様誕生日） 

  …お祝いありがとうございます。 

 

本日計    26,000円 

累 計    84,000円 

ニコニコボックス 

例会日 

8月 2日 

会員数 出席 

32 

出席率に
用いる数 ％ 

22日 

 

31 70.97 

 
☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★ 

出席報告 


