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２０１９-２０年度 

第２６９５回 
２０１９年１０月１８日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『手に手つないで』      

◆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                 

◇地区米山記念奨学委員会 委員 加藤 隆様 

◇柏西ＲＣ所属 米山奨学生 胡経緒さん 

◇２０１９-２０年度米山奨学生 敖敏（ノミン）さん 

◇２０１８-１９年度米山奨学生 于陽（ウヨウ）さん 

◆会長挨拶及び報告       杉本 峰康会長  

今月は、米山月間です。本日

は、米山奨学生の胡経緒さんに

卓話をお願いしております。どう

ぞよろしくお願い致します。そし

て、地区米山委員会委員の加藤

様、先日の国際里山の集いに引

き続き、本日もようこそおいでくだ

さいました。ありがとうございま

す。 

 

台風１９号で大変な被害を日本は受けておりますけど、

前回は風の影響で今回は雨で洪水とは氾濫で多くの方

が犠牲になられて心が痛いです。心よりお見舞いを申し

上げたいと思います。市原では、竜巻が当日の朝起きま

した。お悔みを申し上げます。 

先週は、ガバナー公式訪問、クラブ協議会へのご参

加ありがとうございました。例会前の懇談会にて、ガバナ

ーから幾つかお話しがありました。中でも会員増強につ

いて、職業分類の上で未だいない方を勧誘すること、当

クラブでも何名か出身者がいらっしゃいますが、ローター

アクトに対し、或いは他の経営者の集まっている団体へ

の声掛けも有効ではないかとのお話しでした。また、衛

生クラブを作って支援しながら、将来はロータリークラブ

にしていくように考えているクラブもあると仰っていました。

将来の中長期計画を前後の会長や幹事を中心に作っ

ていくことが大事であるとの事でした。当クラブにおいて

は、６０周年をどのようなものにしていくかを会長エレクト

中心に準備していくほうが良いということでした。 

国際里山の集いは、会員 24名、地区 18学友会 26ロ

ーターアクト 10 名、一般の方々が 17 名計 95 名の参加

者でした。設営や食事の準備を手伝ってくれた会員の

皆様ありがとうございました。 

先日、第 4 グループのゴルフコンペがあり、私と酒井幹

事、そして末吉美和会員の 3 名が参加、総勢 46 名でし

たが、1位、2位を当クラブが占めました。46人中45位が

酒井幹事、46位が末吉会員、私は 31位でしたので成績

は余りよくありませんでした。 

ラグビーも大変盛り上がっておりますが、日本は決勝トー

ナメントに進み、日曜日には南アフリカと戦いますので、

皆さん、応援をよろしくお願いいたします。 

◆委員会報告                   

親睦活動委員会より（水野浩利委員長） 

 麻雀大会のご案内 

 11月 1日（金）例会終了後に麻雀大会を行います。 

 ぜひご参加下さい。 

◆幹事報告           酒井 秀大幹事  

◇次週、１０月２５日(金)は、定款により休会です。 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪杉本 峰康会長、酒井 秀大幹事≫ 

今回の台風で各地に甚大な被害と様々な影響がでて

おり、心が痛みます。天も心も早く秋晴れになりますよう

に。 

さて、地区米山奨学記念委員会の加藤様、本日は卓

話者をご紹介いただき、ありがとうございます。胡経緒さ

ん、卓話を楽しみにしております。 

≪斎藤 昌雄会員≫ 

台風１５号に続いて今回の台風１９号でも大型発電機

の２台のうち１台を大塚さんに見つけていただきました。

おかげで今回は事前に準備ができましたので、大変助

かりました。 

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RCnn3xyWNcgwIAkTeDTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=17ob1vlu7/EXP=1550144433/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=2019-20%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AD%E3%82%B4


≪斎藤 昌雄会員≫ 

伊藤さん、毎年美味しい新米をありがとうございます。

今年は台風の影響で大変だったと思います。早速、家

族で美味しくいただきました。 

 

 

 

◆ご挨拶                      

＜2018-19米山奨学生 于陽（ウヨウ）さん＞ 

久しぶりに例会に出させていただきました。台風もありま

してが、皆さん大丈夫でしたか。 

私は、最近研究や塾のアルバイトをしています。10月 31

日から 11 月 3 日まで千葉大学は学園祭を開催します。

中国留学生学友会のメンバーとして出店をします。初め

て中国ダンスと太極拳のパフォーマンスもいたしますの

で、よろしければ皆さんいらっしゃってください。先週チ

ーバ君大使のツアーに行きました。海ほたるに初めて寄

りましたが、海の真ん中にあってすごく綺麗でした。とて

も良かったです。また、皆さんに会えて嬉しいです。 

 

＜2019-20米山奨学生 敖敏（ノミン）さん＞ 

今月は二回目の例会参加です。10 月 6 日の国際里山

の集いにも参加させていただき、流しそうめんなどを体

験し、とても楽しかったです。来月の 22 日は、私が例会

で卓話をさせていただきますので、皆さんに私の事を良

く紹介したいと思っております。本日は、胡さんの卓話を

とても楽しみにしております。ありがとうございます。 

 

◆出席報告 (会員数４７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。 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

本日の卓話 
演題 ⇒ 自己紹介 

卓話者⇒ 米山奨学生（柏西ＲＣ） 胡 経緒さん 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

自己紹介  

私は胡経緒といいます。中国

天津市から参りました。今は大

学院 1 年生で、建築を専攻と

しています。普段は音楽を聞く

ことや、まち歩きが好きです。  

家族  

家族は父、母と私からなった 

3人家族です。父は昔は気が短く、よく口喧嘩をしていま

したが、年をとる につれて優しくなっているので、最近

良く電話で喋ったり、ゲームをやったりしています。そし

て、なぜか 3 年前から若い頃の趣味の園芸を取り戻して、

今は家には手の届く場所に植物があるため、まるでミニ

サイズの植物園のようになっています。母はすごく優しい

人ですが、最近はヨガに夢中になっていて、 五十代で

も左右開脚ができるほどの気迫を見せています。  

出身地（卒論を兼ねて）  

天津といえば、天津飯や天津甘栗を思い浮かべる方

が多いと思いますが、実際に天津飯という食べ物は 天

津に存在していなく、天津甘栗も名物とは言えません。

それは、20 世紀初頭、天津が貿易港として（天津飯の食

材としての）お米と甘栗を日本に輸出していたため、天

津飯と天津甘栗という呼び方が日本に定着したのだと思

います。  

私は卒業論文で、天津に存在していた日本租界につ

いて研究したので、自分の故郷の紹介を兼ねて、天津 

を紹介したいと思います。  

まず、租界とは、19 世紀半ばか 100 年ほどの間に諸

外国が中国の都市に設けた行政自治権や治外法権を

持つ外国人居留地です。  

天津という町が形成したきっかけは中国の南北をつな

ぐ大運河の開通です。それに、元と明の時代に首 都が

北京に置かれたことから、天津が食糧運輸の拠点として

発展しました。このように、首都である北京 の隣に位置

していて、それと同時に、水運に恵まれたため貿易上に

おいても重要な地位を占めていた。こ の結果として、天

津には、1860 年から 1943 年にかけて 9 カ国の租界が

設置されました。諸国が租界を開発した過程で、道路の

舗装、インフラの整備を行った結果、天津は当時の中国

北方地域で最も繁栄した地方都市へと成長しました。各

租界の中で、英租界、仏租界と日本租界が最も繁栄し

ており、現在でも天津の高級住宅街と商業中心として機

能しています。  

租界地では大規模な建築は行政によって保護されて

いますが、その一方で、住宅地や繁華街の小さな建物

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000円 累計 114,000 円 

金の箱 150 円 累計 936 円 

ポリオ・プラス 0 円 累計 0 円 

出席者数 

24名 

欠席者数 

23名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

4名 

10/4 修正出席率 

６９．５７ ％ 

千葉ＲＣ 月  ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 10/15 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火  ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 10/16 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 10/24・10/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 10/17 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



はその対象ではありません。租界における当時の生活と

は、むしろそういった小さな建物から、よく読み取れると

思いますが、それらの多くは、度重なる改築や増築によ

って、当初の生活実態を見いだせなくなっています。で

すから、建築物だけでなく、当時の空間構成を復元する

ことも重要だと考えながら、旧日本租界にあった繁華街

を対象に卒業研究を行いました。  

日本を選んだ理由  

留学先に日本を選んだ理由は主に 2つあります。  

1つ目は、日本語が私にとって馴染みのある言葉だか

らです。私は中学一年生のときから、英語の代わりに日

本語を勉強しているのです。この学校に入ってきっかけ

は父との偶然の雑談です。  

小学校六年のある日に、父は新聞を読んだ時にある

学校の募集広告を見かけました。それは、外国語教育 

を特色として、普段成績が優秀であれば、センター試験

を受けなくても学校を通じて名門大学へ推薦してもらえ

るという中高一貫校です。しかも、入学試験で 90位以上

取れば、6 年間で元々80 万円の学費を たった６万円で

済むと言われています。それで、父が「こんな学校がある

んだけど、受けてみる？」と言ったら、テレビでコナンくん

を見ながらアイスクリームを必死に食べていた私は、「い

いよ」と軽く答えました。とりあえず受けてみようと思って

いたため、私は特に試験対策をしないまま試験日を迎え

ました。すると、運が良かったというか、しっかり実力を身

につけていないというか、入学試験で 83 位として合格 

しました。出願した時に、自分の学びたい外国語を第一

志望から第三志望まで3つ書いたので、それと入学試験

の成績に応じて外国語のコースを決めることになってい

ました。しかし、私は順位が低かったため、第一志望のフ

ランス語に落ちてしまい、第三志望の日本語を勉強せざ

るを得ないことになってしまいました。せっかく合格した

ので、中学入試を受けたくないと思って、入学することに

しました。最初日本語を習った時、やや抵抗がありました

が、フランス語やドイツ語と比べてあまりにも発音が美し

かったので、だんだん好きになってきました。そして、い

つか絶対一度でも日本に行ってみたいと思うようになりま

した。  

二つ目の理由は、高校一年の時に、日本で立命館宇

治高校という学校で一年間交換留学した経験があった

からです。日本に関する知識を学びましたが、京都の町

屋を見たときに意外を感じました。私の印象には、古都

の京都にも高層ビルがあるはずでしたが、古代の景観を

保存するために建物の高さが制限されているということ

に感銘を受けたのです。その時、日本の大学に入って、

建築や都市について勉強したい と思うようになりまし

た。  

現在の研究  

これからは主に中国で大量発生した「安置房」と呼ば

れる板状タワーマンションについて研究していきたいと

思います。中国において、私有地が存在しなくて、住宅

を買うことは国家と 70 年間の長期レンタ ル契約を結ぶ

ことに等しいのです。そして、地方政府による土地開発

が住宅地で行われる場合、補償金を支払うか、「安置房」

を提供するという条件で住民に立ち退いてもらう事が多

いです。現在、中国の異常な住宅価格高騰を背景に、

多くの人が補償金ではなく「安置房」を選択するのが普

通である。この「安置房」の中に、低コストで 30 層を超え

るような、200 戸以上の住民が住んでいる板状マンション

が多いです。しかし、このようなタワーマンションは耐用

年数が長くても 30 年程度であると言われています。そう

すると、使用年数が30年を超えた場合、多くの住民は低

所得者であるため、タワーマンションの莫大な修繕費用

を負担できなく、移動するか、危険家屋で生活するしか

ないと思います。さらに、よほど利益がないかぎり、大量

の住民に新しい「安置房」を提供してまで、土地の使用

権を買い取って開発を行う組織がないだろうと考えられ

ます。また、取り壊せば経済的にも環境的にも大きな不

利益になるので、耐用年数を超えても「粗大ごみ」として

残される可能性が大きいです。そのため、このまま放置

していくと、この「粗大ごみ」であるタワーマンションがスラ

ム化するおそれがあるのではないかと考えられるので、 

これから「安置房」が社会構造に対する影響や、その経

年劣化に伴う人口構成と居住形態の変化について研究

していきたいと思います。  

応募動機  

ロータリー米山記念奨学金に応募したきっかけは、ロ

ータリアンの方々や奨学生たちと絆を結ぶことができると

いう所に魅力を感じたことです。ほとんどの奨学会は、経

済的支援に重点を置いていますが、ロータリーのように

カウンセラー制度によって全面的な支援を提供してくだ

さる組織は少ないのです。また、月に一回以上のロータ

リークラブ例会への参加を通して、日本の社会や日本文

化に接することができるところもありがたいと思いました。  

自分から見たロータリー  

ロータリーで 4ヶ月しかお世話になっていませんが、ロ

ータリアンの奉仕の精神に感銘を受けました。普段すご

くお忙しいロータリアンの方々が、ロータリークラブをより

良くするために、月に４回ほど例会に参加していらっしゃ

います。それに、ご寄付のおかげで私達奨学生がよりよ

く勉学に専念できるようになるので、心から感謝申し上げ

ます。また、ロータリーによって、世界各国から来た人々

が交流できる機会が提供されています。これはグローバ

ル化が進行する中でますます重要になってくる異文化

交流や異文化理解に不可欠なことだと思います。 

 

 

 

第２６９５回例会 

日 時⇒ ２０１９年１１月１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『会員ミニ卓話』 

第２６９６回例会 

≪職場訪問及び親睦旅行≫ 

日 時⇒ ２０１９年１１月１５日(金) ～１６日（土）  

  行 先⇒ 伊勢神宮・賢島方面 

 

      会報担当：三神 秀樹 


