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＊１１月のプログラム予定＊
7日 内部卓話 山上明宣会員
14日 外部卓話 別府大学米山奨学生 趙天寧さん
21日 外部卓話 フェイス代表 相良亜寿香さん
28日 内部卓話 Ｒ財団月間
「地区補助金事業フィリピン訪問報告」

年１１月１４日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト

趙 天寧さん（別府大学･米山奨学生）

 ビジター

なし

会長の時間

藤本博和会長

皆さんこんにちは。山々はすっかり秋らしく紅
葉の季節です。山間の道は色取り取りの落ち葉で

よう。地域のニーズに学んだり海外の協力者との
関係を築き、世界中で友情を深めましょう。

埋め尽くされ、走る車のバックミラーに映る木の

15日から18日まで藤林国際委員長、河村会員、

葉はあたかもワルツを踊っているようでした。ゴ

石部R財団委員長、米澤会員と私の5名でフィリ

ルフ場に向かう私の心もワルツを踊っていました。

ピンのスービックに行ってまいります。同行の皆

さて、11月はロータリー財団月間です。2013-

さんにはよろしくお願いします。このプロジェク

14年度の年次寄付目標は1億2000万ドルだそうで

トは前年度よりモリアル夕、スービック、宇佐ロ

す。プロジェクトフェアで国際開発活動を支援し

ータリークラブ皆さんの協力で成し遂げられよう

事務局
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としております。石部パスト会長と米澤会員には
ご迷惑のかけっぱなしで感謝いたしております。
私は、皆さんが敷いてくれたレールを走っている

今月のお祝い
【結婚記念日】
臼杵

確会員：11月3日、○回目です。

だけですが、精一杯走り遂げるように頑張ります。 藤久保茂己会員：結婚記念日という事でありがと
モリアルタRCの恵美子さんから状況写真をとの

うございます。これからもよろしくお願いします。

連絡がありましたので、皆様にもご報告ができる
よう現地でしっかりと活動をしてきます。

幹事報告

本庄伸子幹事

１．来信
1）ハイライトよねやま；回覧
2）職業奉仕セミナー駐車場について；参加者へ
２．例会変更

委員会報告
◎新世代委員会

斉藤順一委員長

宇 佐 八 幡 RC ： 11/22( 金 )→11/21( 木 ) 19:00 ～

11月18日(月)の15時30分より、柳ヶ浦高校にて

「ステーキハウスルート10」に変更；新会員

インターアクト例会を開催します。今回は場所を

歓迎例会の為

音楽室前のプレハブ（幼稚園の休憩室）に変更致

中津平成RC：①12/5(木)12:30～「向笠公園」
に変更；向笠公園清掃例会の為

②

します。お時間のある方はご出席よろしくお願い
致します。

12/19(木)→12/18(水)18:30～「グランプラザ

また急ではありますが、本日例会終了後に委員

中津ホテル」に変更；３クラブ合同忘年例会

会を開催致しますので、委員の方はお残り下さい。

の為

③12/26(木)は休会

その他クラブの変更確認は、事務局まで。
大分RC、大分東RC、大分臨海RC、大分南RC
大分中央RC、大分1985RC、大分城西RC
３．週報受理

◎社会奉仕委員会

山井辰夫委員長

11月16日(土)の朝6時30分より、フラワーロー
ド花壇にチューリップの球根植えをします。メー
クアップにもなりますので、皆様のご協力をよろ

宇佐2001RC、中津RC

しくお願い致します。

４．理事会報告
なし
５．お知らせ

スマイルカード

1）ＩＭに多くの参加をお願い致します。

宮丸龍昭委員長

藤本博和会長：趙天寧さんようこそ。卓話よろし

2）熊本東南RC 30周年記念式典（4/19土）へ

くお願いします。会員の皆さんＩＭの出席よろ

の登録希望者はご記名ください。（回覧中）

しくお願いします。明日よりスービックに行っ

６．欠席連絡

て参ります。（無事に帰って参ります）

末宗為十会員

藤林鋭司会員：明日より"WISH HOUSE"へのプレ

７．本日の当番

ゼンテーションへ行って参ります。藤本会長よ

岩井謙次会員、臼杵

確会員

ろしくお願いします。

石部幸二会員：急に寒くなってきました。明日か

る日本語養成学校と違って、異文化間教育と異文

ら暑いフィリピンへ旅立ちます。趙天寧さん本

化理解をも重視する日本語養成学校を作りたいで

日は卓話よろしくお願いします。

す。

斉藤順一会員：趙天寧さん卓話よろしくお願いし

私は日本に留学に来る前、まったく異文化の体

ます。また新世代委員会を急に行います。すみ

験がありませんでした。日本に来て、日本人の知

ません、よろしくお集まり願います。

り合いといっしょにラーメンを食べに行きました。

新開洋一会員：早退します。

知り合いも周りの人もラーメンを食べるとき音を

是永潤一会員：職業奉仕の為、早退します。

出していました。中国でラーメンを食べるときに

住本憲彦会員：職業奉仕の為、早退させていただ

音を出すことは、とても無作法なことです。私は

きます。

日本人はご飯を食べるとき無作法ですねと思って

松永忠昭会員：職業奉仕の為、早退します。

ニコニコ累計

２３８，０００円

いました。逆に、市場で買い物のとき、私は値段
交渉をしました。もちろん断られました。そして
硯まれました。多分そのとき、中国の人は無作法
ですねと思われました。このように、互いの文化
への理解がなく、カルチャーショックが起こるこ

外部卓話

とが少なくないと思っています。そして、悪い印

「舌先の上の中国－五味の調和－」
ちょう

てん ねい

趙 天寧さん（米山奨学生）

象がそのまま互いの頭の中に残ってしまうことに
なるかもしれない。
異文化理解について、私はこう考えています。
自文化と異なった文化を頭の中で知識として理解
するだけでなく、その文化に共感が持てる、そし
て、同じような行動を起こすことが本当の異文化
理解と私は思っています。
さまざまなカルチャーショックをなるべくなく
すために、将来、学校を作って、日本に留学した

皆さん、こんにちは。今日はお招きいただきま

時に身につけた知識と教育技術を生かして、自分

して、誠にありがとうございました。別府東ロー

が体験したことを伝えていきたいと思います。日

タリークラグの趙天寧と申します。よろしくお願

本と中国の間の理解の架け橋になれる人材を育て

いします。私は、中国の北京からまいりました。

て、ロータリーの貢献の精神を持って、確実に国

別府大学の四年生で、日本語日本文学コースで勉

際交流と理解に自分の力を貢献したいと思ってい

強しています。将来、日本語の教師になりたいの

ます。

で、日本語教育職員免許証をとるつもりです。後

＊＊＊＊＊＊＊

期からは別府大学の日本語教育センターで教育実

日本と中国の文化の交流といえば、食文化をな

習をします。大学を卒業したら、大学院に進学し

しには語られません。最近、中国の食文化を反映

たいです。日本語教育について研究したいと思っ

するドキュメンタリーが作られました。中華料理

ています。

の主食、副食から原材料、調理方法まで描かれて

留学が終わって、将来、北京で日本語養成学校

います。全部で７話あります。私はその中の１話

を作りたいです。今までの言語教育だけを重視す

を選んで皆さんに見ていただきたいです。もとも

と、ビデオを流しながら私が説明していくつもり

出席報告

でしたが、ビデオの音楽と内容あいまってとても

米澤哲也委員長

第2278回（11月14日）

美しいから、改めて編集して日本語の字幕を作り

会 員 総 数

ました。自分で字幕を作りましたから、正しくな

32名

（内出席免除）

い日本語があるかもしれませんが、皆さんに勘弁

出

していただきたいと思っています。では、ビデオ
の方に移りたいと思います。

五味：甜(甘い)、苦(苦い)、咸(しょっぱい)

席

0名

数

29名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

3名

出

席

率

７８．１３％

欠席者

酸(酸っぱい)、辣(辛い)

岩井謙次会員、末宗為十会員、砂山正則会員

※出席率の更正
◎10月31日の出席率は1名のメークアップ
により68.75％→７１．８８％に更正
事後メークアップ
岩井謙次会員（宇佐八幡RC)

地区職業奉仕セミナー
11月16日(土) 14時～16時 熊本学園大学

趙さんの今後のご活躍をお祈り致します。
（セブンイレブンの麻婆豆腐はおいしいそうです）

(出席者 3名)
臼杵副会長、是永職業奉仕委員長、本庄幹事

近隣クラブ例会案内
■木曜日

■火曜日

豊後高田
中津中央

12:30～ ひまわり荘
12:30～ グランプラザ中津ホテル

12:30～ グランプラザ中津ホテル
12:30～ 焼肉みやべ

■金曜日

■水曜日

くにさき
中
津
宇佐2001

中津平成
杵
築

12:30～ ベイグランドホテル国東
12:30～ グランプラザ中津ホテル
19:00～ 宇佐ホテルリバーサイド

宇佐八幡

12:30～ 宇佐ホテルリバーサイド

全国のクラブ例会は、http://www.rotary.or.jp/ から
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