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２０１８-１９年度 

第２６４９回 
２０１８年１０月５日（金）点鐘１２：３０ ≪雨 ≫ 

◆国歌斉唱    『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』      

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇ロータリー米山奨学生 ／ 于 陽さん 

 「 皆さんこんにちは。 

最近、台風や地震が多く皆さんが無事でよかったです。台風２

４号が来たとき、部屋が地震のように揺れて少し怖かったです。人

の弱さを感じ、人と人の繋がりが一番大事だと感じています。 

７日の里山の集いに参加させていただきますのでよろしくお願

い致します。」 

◆会長報告        五十嵐 博章会長  

昨日、「第４グループ合同ゴルフ大会」が開催され、 

金親会員、竹尾会員、茅野会員、松尾幹事と私の五人

で参加してまいりました。当日は、途中小雨がぱらつきま

したが、何とか天気が持ちまして無事に終えることが出

来ました。茅野会員が７９でベスグロを取り、団体戦では

第４位でした。 

秋といえば、スポーツの秋、読書の秋、実りの秋等々

いろいろ言われておりますが、スポーツの秋ということで

皆さんも何らかのスポーツをなさっている、或いは、これ

から始めようという方もいらっしゃるのではないかと思いま

す。そこで皆さんに私がお薦めしたいのがスロージョギン

グです。隣の人と話せる程度にゆっくりとジョギングする

というものです。体の負担が少なく、体力にあまり自信の

ない方でも気軽に走れます。先ずは、今出来ることを目

標にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

理事会報告 

１．５５周年記念例会について 

  １２月１５日（金） 点鐘：１７時３０分 

２．出席免除届について  花澤 衛会員 承認される。 

３．大連親睦旅行について 

◆委員会報告                  

≪社会奉仕委員会より≫（伊藤和夫委員長） 

１０月７日（日）は、「第１６回国際里山の集い」です。 

宜しくお願い致します。 

≪親睦活動委員会より≫（河原大輔委員長） 

１２日（金）～１４日（日）の大連親睦旅行について行程

を説明。 

１２月１５日（土）にご披露するよう 

◆幹事報告           松尾 博之幹事  

１２日（金）は、大連親睦旅行へ変更しておりますので、

オークラでの例会はございません。 

１９日（金）は、１１月７日のガバナー公式訪問に備え、山

崎ガバナー補佐をお迎えし、クラブ協議会を予定してお

ります。各委員長さん、宜しくお願い致します。 

◆１０月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い     

≪誕生日祝い≫ 

 出井 清会員 

≪結婚記念日祝い≫ 

 塩谷邦昭会員、石井慎一会員、清水清子会員 

 出井 清会員、本田 博会員、石川知生会員 

 三神秀樹会員、花澤 衛会員 

◆ニコニコボックス報告             

≪五十嵐 博章会長・松尾 博之幹事≫ 

先日の日本列島を縦断した台風２４号は、平成最悪

の停電をも引き起こしました。雨や風の凄まじい音、ミシ

ミシ、ギシギシと鳴り響く家の中で恐怖の一夜を過ごされ

た方も大勢いらっしゃったことと思います。 

 さて、１０月といえば「実りの秋」。伊藤会員さんからもい

ただいた新米をはじめ、食欲をそそるものがたくさん市

場に出ております。美味しくいただいて、元気で頑張りま

しょう。 

≪向後保雄会員≫ 

先月の９月２８日に私の後援会の旅行がありましたが、

千葉南クラブのメンバーの方々も沢山ご参加いただき、

有難うございました。当日は関西方面から台風が来ると

のことで、開催をするかどうか大変迷いましたが、きっと

天気になると願い、どしゃ降りの中を出発しました。 



 ところがアクアラインを出たら太陽が出て素晴らしい天

気の中でクルージングも出来ました。ご参加、有難うござ

いました。 

 

 

◆出席報告 (会員数４９名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

◆◇◆会員卓話◆◇◆ 

      卓話者⇒ 劉 亜斌会員 

    

皆さまこんにちは。

来週１２日は親睦旅

行で中国の大連に行

くことになっており

ます。そこで、大連

について紹介したい

と思います。 

大連は中国遼寧省

南端の遼東半島に位

置する近代的な港湾

都市です。1898 年に

ロシア人によって建設された町で、旧ロシア人街（ロ

シア人風情街）には、ロシア風の建築が並んでいま

す。アカシアが有名で、毎年、５月下旬にアカシア

祭りが行われています。 

小柳ルミ子の「アカシアの大連」という歌があり

ますが、歌詞がとても良く、雰囲気が分かります。

その他にも大連に関する歌は結構あります。 

 

 

 

 

 

 

大連市総人口：約 600万人超（市区人口：211万、

都市的地域人口：325 万人）・遼寧省では省都の瀋陽

市に次ぐ大都市。中心部から空港までは車で 20分ほ

どの距離です。成田、関西、中部、福岡、富山、広

島からの直行便があります。 

緯度：日本の仙台市、アメリカ合衆国のサンフラ

ンシスコ市、ワシントン D.C. 、ギリシャのアテネ市

と同じです。 

総面積：12,574平方キロ、うち旧市街区面積：2,415

平方キロ。山地や丘陵が多く、平野や低地が少なく、

地形は北から南へ傾き、北は広く、南は狭くなって

います。地勢は中央から南東と北西部にある黄海と

渤海へ傾き、黄海への斜面は長く緩やかである。長

白山のある千山山脈は旧市街区を貫いており、地形

のほとんどは山地や緩やかな低い丘陵であり、平野

と低地は河川の水が海へ流れ込むところ及び山裾の

谷地に点在するだけで、至るところでカルスト地形

が目に付き、カルスト地形と海食地形が比較的に多

いです。 

水系:黄海と渤海の 2つがあります。碧流河、英那

河、荘河、賛子河、大沙河、登沙河、清河、馬欄河

などの大きな河川は黄海に流れ込み、渤海に注入す

る主な河川は復州河、李官村河、三十里堡河などで

あります。そのうち、最も長い川は碧流河で、大連

市街区の水源河となっている。また、200本余りの小

さな河川もあります。 

気候：冬は厳寒ではなく、夏は酷暑でもなく、四

季がはっきりしている。年間平均気温は 10.5℃と比

較的暖かいです。 

経済：GDP1,114.16億元（2012年）。農業、漁業が

主体。造船、鉄道車両の製造なども存在したが、重・

軽工業、化学工業も盛んになった。貿易港として発

展した経緯から流通業も盛んです。日本の企業も多

いが最近はだいぶ減ってきました。 

交通：鉄道、空港、路面電車、地下鉄、中・長距

離バス、高速道路網も発達しています。大連駅の駅

舎は 1937年に建てられたもので、上野駅と似ていま

す。大連市内は坂が多いため、元々自転車は多くな

いです。 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 95,000 円 

金の箱 321 円 累計 3,461 円 

出席者数 

３０名 

欠席者数 

１９名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

１名 

９/２１ 修正出席率   

休会 

千葉ＲＣ 月 10/29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/16.10/23 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 10/16.10/23 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水  ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 10/18 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/18・10/25 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E9%A0%86%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BC%E5%AF%A7%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%8B%E9%99%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%8B%E9%99%BD%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3D.C.
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%99%BD%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%99%BD%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E5%9C%B0%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E5%9C%B0%E5%BD%A2


 

大連には、中国国内で唯一の中日文化交流協会が

あります。日本人が多く移り住み、その子孫である

日本人やその地を引くハーフなども多くいます。当

時移り住んだ日本人が日本文化を広めたため、昔に

は地名に日本の名前がついていた場所もあり、日本

の匂いが残っています。現在も交流は盛んです。 

大連出身の有名人もたくさんいらっしゃるので調

べてみてはいかがでしょうか。歌を思い浮かべなが

ら、実際の大連を感じてみてください。 

 

 

【アカシアの大連】 

アカシアの大連を 訪ねてきてみたの 

遠い日のまぼろし 手さぐりするように 

丘の上から港を はるか見下ろせば 

靄にかすむ波止場を離れて 大きな船が出る 

街のあちらこちらに 日本の匂いがかすかに残る 

夢のふるさと 

 

アカシアの大連を 歩いて涙ぐむ 

父母が愛して 暮らした街だから 

ヤマトホテルのテラスで お茶を飲みながら 

若い人のチャイナの言葉を 聞いてる心地よさ 

過去は忘れましょうと  

希望の小鳥が飛び交うような 微笑む街よ 

 

恋に傷つきながらも 恋にまた落ちて 

泣いてばかりいるこの私を 癒してくれる町 

誰か愛する人とここで暮らしたい そんな気がする  

夢見る街よ 

                         

 

 

 
（中山広場／旧大連ヤマトホテル） 

 

 

 

 

第２６５０回例会 

≪親睦旅行（中国・大連）≫ 

日 時⇒ ２０１８年１０月１２日(金) 点鐘１８：３０ 

会 場⇒ 新世界ホテル 

第２６５１回例会 

≪ガバナー補佐訪問 第４グループ 山崎喜雄ＡＧ≫ 

日 時⇒ ２０１８年１０月１９日(金) 点鐘１２：３０ 

 

＜会報当番：普天間 操＞ 


