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第１７８３回例会      平成３０年１０月１０日(水)         

例会場  アルカーサル迎賓館川越 

 

【 司 会 】            SAA平山実君 

 

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０     鴨下三夫直前会長 

【 お客様紹介 】          鴨下三夫直前会長 

         

地区米山記念奨学委員会 部門委員長 

              島﨑義春様 

米山奨学生   白雪様 

【 会 長 の時 間 】          鴨下三夫直前会長 

①本日のお客様は米山奨学生（白 雪）さんです。字

のごとく雪のように色白で美人の方です。まさに「白

雪姫」に相応しいお方ですね。 

テーブルを囲んでいるメンバーは「７人の小人」のよ

うです。今日は白雪さんに仕えたいと思います。

（笑） 

②中国の人気女優がワイドショーで騒がれていますね。

女優ファン・ビンビンが脱税で追徴金と合わせて、日

本円で１４６億円と報道されてます。 

中国は日本に比べて罰則が重いようですね。我々ロ

ータリアンはしっかりとした企業倫理を正しく持ちな

がら、経営にあたりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 幹 事 報 告 】        木村武志幹事 

１．小川 RC より、年度計画書が届いています 

２．小川 RC より、週報が届いています 

３．地区より、米山記念奨学部門クリスマス会のご案内

が届いています 

４．北海道地震災害義捐金の協力をお願いします 

 

【 委員会報告 】 

 

【 出 席 報 告 】          山岡達生委員長 

◎ニコニコ BOX              渡辺道雄委員 

★妻ともども同月誕生月です。有難うございます。 

新井 裕君 

★米山記念奨学部門委員長 島﨑様、奨学生白雪様

本日は宜しくお願い致します。      鴨下三夫君 

中嶌清君 内野一夫君 内野麒一君 

渡辺道雄君 齊藤勇司君 岸田喜好君 

宮前典子君 横山明美君 齊藤大祐君 

西澤克己君 木村武志君 佐々木龍児君 

山岡達生君 青柳英史君 内田敬子君 

★米山記念奨学部門委員長 島﨑様、奨学生白雪様

本日は宜しくお願い致します。内野一夫様叙勲おめ

でとございます。              松崎峰夫君 

 

【 卓 話 】      米山奨学生   白雪様 

こんにちは。 

本日鶴ヶ島 RC に卓話を誘われて、ありがとうございま

す。まず、簡単な自己紹介をさせていただきたいと思

います。 

「しらゆき」という漢字を書いて、「はくせつ」と読みます。

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

31名 22名 3名  2名 70%  

２０１８－２０１９年度  R.I会長 バリー・ラシン 

第２５７０地区ガバナー 茂木  正    第一グループガバナー補佐 小澤 政治 

鶴ヶ島 RC会長    山中 基充    鶴ヶ島 RC幹事   木村 武志  
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母がディズニーの「白雪姫」というアニメ映画が好きで、

「白雪」という名前を付けました。みんなに「ひめ」この

愛称を付けてもらいました。いつも「ひめ、ひめ」って呼

ばれて、とても恥ずかしいですが、愛を込めているので

ありがたいです。 

中国四川省成都市出身です。四川料理のように辛くて、

熱い性格を持っています。現在は十文字学園女子大

学人間生活学部メディアコミュニケーション学科の４年

生です。来年の３月卒業見込みです。日本のテレビ番

組が好きで、テレビ番組制作会社の内定をもらって、

大学卒業後日本で働きたいです。みんなさんのおか

げで、今年４月からロータリー米山記念奨学生になっ

て、和光RCのお世話になっております。毎月の例会と

活動に参加させて頂き、友達が増えて、自分の周りの

人と絶対に話せない話とか普段体験できない事ばかり

です。ロータリー米山記念奨学生になって、本当に良

かったと思っています。 

いつも皆さんにお美味しい日本料理をごちそうしてい

ただいて、日本文化を紹介していますが、本日、この

卓話のチャンスで、皆さんに私の故郷・成都を紹介し

たいと思います。 

成都は四川省の省都であり、昔から「巴蜀（はしょく）」と

呼ばれています。「蜀」は

四川省の略称です。

2017 年中国都市総合発

展ランキングによると、成

都は 10 位でした。（北京、

上海、深セン）もっと上位

だと思いましたけど。三国時代がご存知の方はいらっ

しゃると思いますが、221 年、リュウビは成都に入り、魏

（ぎ）の曹操（そうそう）、呉（ご）の孫権（そんけん）と並

んで、天下を三分する蜀漢の国を建てました。それで、

成都で三国文化がたくさん残りました。その中に最も有

名なスポットはぶこうしです。これは蜀の丞相（じょうしょ

う）諸葛亮（しょかつりょう）やリュウビ等を祀る祠堂（しど

う）です。実は「ぶこうし」と呼ばれる祠堂は中国各地に

ありますが、成都のぶこうし 

は最も有名な一つです。そ

の中で「出師の表」という諸

葛亮が書いた文章が載せ

ています。この文章は諸葛

亮の忠誠（ちゅうせい）を表していました。中学２年生が

必ず学ぶ文章です。毎年の旧正月に、ぶこうしでお祭

りを行っています。華やかなイルミネーションを飾って、

年によって、様々な伝統演劇を見られます。京劇が世

界に知られていますが、四川独特の川劇が中国の演

劇にも重要な位置を占めています。川劇にすごい技の

ひとつ「変臉」が旧正月のお祭りにたまにおこなってい

ます。 

次紹介したいのは錦の里という漢字を書き、ジンリとい 

う清朝時代の町並びを

再現したスポットです。

再現した物ですが、何

故人気が高いですか。

まず、子どもの時よく食

べていた料理がここに

集まっています。辛いものだけではなく、子どもや辛い

物に苦手な人にも食べられる料理があります。または、

国が承認している国の宝物の存在であり、伝統的な手

芸（しゅげい）を持つ職人たちも錦里に集まって、皆さ

んの前に秘密な技を見せています。秘密なのに、人の

前に見せられるの？などの質問が出るかもしれないで

すが。国宝の存在なので、普通一回二回ぐらい見ても、

盗めない技です。職人たちはお年寄りの方が多いで

す。時間と汗を積み上げて、人の前に演じても恥がな

いです。 

特別紹介したいのは、成都の公園によく見られる職人

です。こちらの写真から見にくいですが、耳掃除されて

いる男性が一体どんな表情しているだろう。とても気持

ちいいって聞いていたので、一度でも体験してみたい

です。公園で麻雀をしながら、お茶を飲んで、耳掃除

されるのは、極普通の成都人の生活です。ジョークか

もしれないですが、高校の地理の先生から聞いた話で

す。まず皆さんに質問です。皆さん、ふつう旅行すると

き何をしますか。有名なスポットを見に行ったり、お土

産を買ったりしますね。でも、成都人にとっては、旅行

って、ただの場所を変わって、麻雀をすることです。昔、

大家族と花見に行きましたが、綺麗なお花が咲いてい

る木の下に麻雀をしました。それで、成都人が麻雀を

することは全国に有名になったそうです。何回も、「麻

雀しますか」って人に聞かれました。麻雀できない私に

驚かされて、「本当に成都人なの？」と疑いました。毎

日のんびり生活するのは当たり前であり、成都人のイメ

ージです。 

のんびりといえば、ショッピングすることは不可欠でしょ

う。こちら、春シルという商

店街は成都で一番有名な

ところです。単純なショッピ

ングの場所じゃなく、おし

ゃれで、東京の表参道の
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ような街です。そこに美人が集まっていることで、テレビ

や雑誌の取材地です。よくある話ですが、全国で美人

が一番多いところはどこ？日本だったら、秋田県です

ね。中国だったら、四川省の成都でしょう。 

なぜ成都の美人が多いですか。それは、四川の地理

に影響があります。成都は四川盆地にあります。地勢

が非常に険しい（けわしい）です。もし北京から四川ま

での列車を乗ればわかります、周り全部山です。それ

で、中国の詩人李白がこう書きました：「蜀に行く道路

が険しい、空を上るほど難しい。」ですから、四川から

できた果物や錦などは非常に宝物とされていました。

現在の宮廷（きゅうてい）ドラマでもよく描いています。

もし皇帝から四川の錦をもらったら、地位が高い象徴

の一つです。また、四川盆地は湿気（しっけ）が多く、

年平均気温は１６度、年平均降水量は９００～１３００ｍ

ｍもあります。曇りが多くで、日当たりが少ないです。だ

から、紫外線からの傷害（しょうがい）があまりないです。

お肌の状態もきれいに保ちます（たもち）。 

もちろん、美人が多い理由はそれだけでなく。本日の

卓話は私の故郷の雑談なので、次の原因を説明する

前に、話をちょっと飛びます。皆さんがご存じだと思い

ますが、中国の標準語は北京語を基準として言語です。

中国は５６民族があります、漢民族の人口が一番多い

です。でも、同じ民族でも、地方によって、各自の方言

があります。私は中国の大学の時、学生寮に住んでい

ました。ワンルームには６人がいます。みんな全国各地

から来ました。普段は標準語でしゃべっていますが、た

まに、家族に愚痴（ぐち）を方言でしゃべったら、周りの

人が分からないと思っていました。結局、四川方言で

話しても、みんなが分かります。ルームメートの二人が

河南省というところ出身ですが、町が違うだけで、お互

いに何を話しているのは全然わからないです。同じとこ

ろ出身の人さえ分からない言葉なので、違うところ出身

の私にとって、完全に外国語を聞いているみたいです。

なんかちょっと不公平じゃない？秘密全然ないですね。

伝説なんですが、中華人民共和国が建国するとき、政

府が中国の標準語を決めたいです。そして、投票を行

いました。なんと、一票の差で、四川語が北京語に負

けました。私は歌を歌うことが苦手ですが、今日は歌い

ません。中国語の標準語と四川方言を比べて、先ほど

紹介した詩人李白がかいた文章を読みます。 

（「標準語」に続いて 「四川語」を披露） 

皆さん、どうですか、似ていますでしょうか。 

（そうですか、だから負けましたか） 

いよいよなぜ美人が多いのか、もう一つ理由を皆さん

に教えましょう。それは、四川料理です。中華料理は主

に４つを分けています。日本に有名の四川料理は西方

系です。西方系はみんな辛いですが、辛さは違います。

四川料理はしびれるような辛さは特徴です。盆地の湿

気が多くて、唐辛子に含まれるカプサイシンの効果に

よって、発汗（はっかん）を促す（うながす）ことで、健康

をキープしています。そしから、発汗を通して、代謝（た

いしゃ）が早くなって、お肌がきれいになれる効果があ

ります。 

日本で最も知られている四川料理はまーぽー豆腐で

すね。なぜまーぽーという名前ですか。実はまーぽー

とはあばたのあるおかみさんの意味です。このまーぽ

ーが売っている豆腐料理はまーぽー豆腐と呼ばれて

います。「陳まーぽー豆腐」は一番有名なまーぽー豆

腐料理店です。いつも母がおいしいまーぽー豆腐を

作っていますので、お店にまーぽー豆腐を食べたこと

ないです。ちなみに、東京の赤坂には「陳まーぽー豆

腐」があるそうです。

もし興味があったら、

一度でも食べてみ

てください。 

また、四川料理に

有名な食べ歩き料

理はシャウチとい

います。もし友人な

どいらっしゃったら、必ずこのワンタンのお店に連れて

いきます。有難うございました。 

    

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０    鴨下三夫直前会長 

 

 

    事務所：鶴ヶ島市商工会館内 

鶴ヶ島市鶴ヶ丘 855    TEL049-271-6600 

          FAX049-271- 6610 

例会場：アルカーサル迎賓館川越 

川越市鯨井新田４－１１  ＴＥＬ049-231-7777 

   E-mail:tsurugashima.rc@ah.wakwak.com 

ホームページＵＲＬ http://tsurugashima-rc.jp 

例会日時：水曜日 12：30～13：30 

http://tsurugashima-rc.jp/

