
■司　　会　ＳＡＡ　二宮麻理子

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　秋内　　繁　　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
鈴木、松本、増田

■ビジター
舟木　七郎様（横浜鶴見北 RC）

■ゲスト
宋　謹衣様（米山奨学生）

■ 10 月誕生記念祝

秋内　　繁会員　　　　10.2

安藤　達雄会員　　　　10.28
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新川　　尚会員　　　　10.15

漆原恵利子会員　　　　10.31

吉原　則光会員　　　　10.19

滝澤　　亮会員　　　　10.30

鈴木　茂之会員　　　　10.25

■会長報告
　皆様こんにちは、このところ穏やかな天気

が続いております。先週は体験例会でした。

直前でのキャンセルもあり、予定していたお

客様の数より少なく、２名のお客様の参加と

なりましたが、皆様のご協力と八重樫選手の

すばらしい卓話で横浜旭ロータリークラブの

良さをアピール出来たのではないかと思って

おります。次回の体験例会ももっと多くのお

客様を迎え、会員増強に繋げていきたいと考

えて降ります。有難うございました。

　先週の土曜日に、娘の運動会へ行ってきま

した。暑いくらいの日差しで、帽子を忘れた

私の頭には少し厳しかったです。最近話題に

なっている組体操ですが、娘の学校でもやり

ました。やはり、前々日の練習時に事故が有

り、児童の一人が腕の骨を折る重傷を負いま

した。確かに児童たちのキビキビとした動き

や形がピシッと決まった時の美しさは見てい

て気持ち良いのですが、一方では安全対策が

なおざりにされているところがあるのではな

いでしょうか。また、中学校では、武道ある

いはダンスが必修となり数年が経過しました。

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

本日の出席率　 88.46％ 修正出席率 　       100％

本日の出席数       23 名会  員  数 　 　 　 32 名
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指導員の数やコストの面で柔道を採用してい

る学校が多いそうですが、事故のニュースが

少なくありません。やる以上はしっかりと対

策を取っていただきたいと思います。

○地区関係

１）クラブ雑誌委員長会議

日時　11 月５日㈭ 15：00 ～

場所　メモワールプラザソシア 21

滝澤委員長、出席宜しくお願いします。

２）地区大会本会議・青少年コーナー登壇の

お願い

日時　11 月 14 日㈯ 14：35 ～

場所　パシフィコ横浜会議センター

佐藤委員長、ご調整をお願いします。

○クラブ関係

　本日は 10 月第一例会ですので、理事候補者

指名委員に以下の方々を任命いたします。

安藤公一、五十嵐正、青木邦弘、福村正、

増田嘉一郎、関口友宏、佐藤真吾、田川富男、

倉本宏昭、齋藤善孝、新川尚、内田敏（委員長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

■幹事報告
１）例会変更のお知らせ

○大和ロータリークラブ

日時　10 月６日㈫会員逝去の為取り止め例会

■社会奉仕委員会　　　　　　　 田川　富男

　10/18 ㈰ 10 時より、鶴ヶ峰鎧橋において旭

ふれあい区民まつりが開催されます。

　当ロータリークラブも協賛しております。

会場にはクラブのブースがあり、東日本大震

災復興パネル展示と、支援として岩沼産の復

興米を販売しております。その他、マリーク

リスティーヌさん代表のアジアの女性と子ど

もネットワークの方々のお店も開かれます。

野外ステージでは、クラブ主催の東京外国語

大学の皆さんによるフィリピン民族舞踊団の

出演が予定されております。

　会員の皆さん、ご家族、ご友人を誘ってぜ

ひとも参加をお願い致します。

■チャリティーコンサート部会     福村　　正

　本日のクラブ理事会の終了後、会場となり

ます保土ヶ谷公会堂の視察を行います。よろ

しくお願いします。

■米山記念奨学委員会　　　　　今野　丁三

１）6/30 現在の旭ロータリークラブの寄付累

計 40,003,000 円です。地区大会で 4,000 万円

達成クラブとして表彰されるそうです。

２）今年度寄附目標額は前年度と同じです。

よろしくお願いします。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

舟木　七郎様 ( 横浜鶴見北 RC) ／横浜旭 RC の

皆様こんにちは。先日ポリオ撲滅チャリティー

ゴルフ大会に出席されました皆様お疲れ様で

した。その時、同組だった関口様と安藤様に

お礼に伺いました。皆様これからも宜しくお

願い致します。

新川　　尚／①横浜鶴見北 RC の舟木さん、よ

うこそお越し下さいました。②米山奨学生の

宋さん、ようこそ！卓話宜しくお願い致しま

す。

市川　慎二／①横浜鶴見北 RC の舟木七郎様、

ようこそお越し下さいました。例会を楽しん

でいって下さい。②宋さん、卓話楽しみです。

青木　邦弘／先日、卓話楽しみにしています

と「ニコニコ」にいい、その時間多くの方が

寝ておられます、おもしろいクラブだねとの

話がありました！ ?

二宮麻理子／宋さん、本日は卓話楽しみにし

ています。

佐藤　真吾／①横浜鶴見北 RC の舟木様、当ク

ラブへようこそ。。②宋さん、卓話がんばって！

後藤　英則／①米山奨学生宋さん、卓話頑張っ

て下さい。②関口さん、安藤公一さん、先日

はお疲れ様でした。

安藤　公一／①宋さん、卓話よろしくお願い

致します。②横浜鶴見北 RC の舟木さん、よう

こそ。先日の地区ゴルフコンペではお世話に

なりました。③祝ラグビーワールドカップサ

モア戦撃破。残りは10/12の米国戦です。準々

決勝進出は 10/10 のスコットランド対サモア

戦にかかっています！

関口　友宏／横浜鶴見北 RC の舟木さん、よう

こそ。先日の地区ゴルフ大会では同じ組でお

世話になりました。

漆原恵利子／さわやかな季節となりました。

お誕生日祝いをありがとうございます。皆様

と共に年齢を重ねられることを光栄に思いま

す。

秋内　　繁／①誕生祝いありがとうございま

す。②宋さん、卓話楽しみです。

滝澤　　亮／誕生日祝いをありがとうござい

ます。
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地域から南方中国へと移住した人々である。

そして長期にわたって様々な先住民族と混交

し、新たなエスニックグループが成立した。

呼称の由来は移住先の土着の人々に「客」-「よ

そから来た物」として区別されたのである。

○現在、客家民族の部分図

　中国 :広東省、福建省、江西省、梅州、恵州、

　　　　汀省、贛省など

　

台湾 :

　　　桃園県、新竹県

　　　苗栗県、高雄など

○何故「客家民族」に注目なのか
①中国近現代における三つの革命の主役

　太平天国革命

　辛亥革命

　土地改革（ソビエト革命）

②アジア世界に影響力を持つ人物

　候孝賢（ホウ・シャオシェン）映画監督

　李登輝（リ・トウキ）

　李光耀（リ・クアンユー）

　孫文、　鄧小平など

③客家運動による多重民族社会の形成（台湾）

○客家建築（福建土楼）世界遺産

吉原　則光／秋らしい天候のもとの例会です。

誕生祝いを有り難うございます。本日の米山

フォーラム、宋さん、ごくろうさんです。期

待しております。

田川　富男／ 10/18 開催の旭ふれあい区民ま

つりにふるって参加して下さい。

今野　丁三／増田委員長の代理です。今月は

米山月間で奨学生、宋謹衣さんの卓話、台湾

の「客家民族」についてのお話があります。

皆さん、袋の中に封筒を入れました。よろし

くお願いします。
■卓話「 ハッカ民族に注目」　   　宋　　謹衣

○卓話者紹介／今野　丁三

　10 月は米山月間です。米山奨学事業は日本

で学ぶ外国人奨学生に奨学金を支給し、奨学

生の国と日本が交流を深めることを目的とし

た日本のロータリー独自のプログラムです。

昨年の米山月間には寄附という言葉を前面に

出さず、留学生に専攻科目であるサクソフォ

ンの研修成果を披露していただき、音楽を楽

しむ 30 分だったと思います。

　今年度は旭 RC がスポンサーとなった台湾

高雄出身の宋謹衣さんに出身地台湾の「客家

民族」の紹介と、宋さんから見た日本の印象、

留学体験を話して頂きます。例会にはすでに

４月以降数回出席していますので皆さんご存

知のはずですが、改めて簡単に紹介致します。

現在、緑園にありますフェリス女学院大学で

人文科学研究科コミュニケーション学を専攻

しております。私の印象は頭脳明晰、親しみ

やすいお人柄とお見受けしました。

宋　　謹衣

○ハッカ＝客家とは…
　中国史上、度重なる北方民族による侵略や

戦乱、自然災害から逃げようと、中原などの



○客家伝統文化　
藍衫

客家紙傘

客家桐花祭り　

■次週の卓話
　10/21 ㈬　杉田由紀夫様
　　　  　　  （横浜市役所旭区総務部地域振興課）
　　　　　　　 　　　週報担当　吉原　則光
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○様々な客家料理

:

擂茶


