
会報　2017.10.13　　729号

: 福井あじさいロータリークラブ 「愛着と誇り」
国際ロータリー第2650地区

会長 /横山 剛史　　　会長エレクト /福澤 幹也　　　副会長 /田中義乃　　　幹事 /廣瀬 充　　　副幹事 /朝田健一

2017～2018年度 福井あじさいロータリークラブテーマ

「奉仕を考慮・実行し親睦を深める」

ガバナー　田中誠二

スローガン RI 第 2650 地区
2017～2018年度

前回の例会報告

　本日のお客様の紹介をさせて頂きます。
ガバナー補佐の須加原様です。本日もよろしくお願いします。
地区米山奨学委員　福井RCの　伊藤　彰様です。
米山奨学生   張　テンゲン様です。　
張さんは中国出身で　武生付中RCが　お世話クラブをしており、　福井大学　修
士2年だそうです。
後ほど、卓話をしていただきますので、よろしくお願いいたします。

先週の夜間例会にご参加の皆様大変お疲れ様でした。個人的にはのり遅れてしまいましたが、懐かしい曲
の中で皆様の盛り上がりを見ているだけでも、十分に楽しいひと時を過ごすことができました。藤岡委員
長を始め親睦委員会の皆様ありがとうございました。
さて、今月は経済と地域社会の発展月間です。
ロータリーは生産的かつ十分な仕事の機会を作り、経済と地域社会の発展を目指す奉仕プロジェクトを実
践しております。　貧しい地域で特に女性を始め、地元起業家や地域リーダーの育成を応援しています。
「貧しい地域社会の経済発展を促す為の人々の能力・スキル向上」「生産性の高い仕事の創出」「支援が行き
届いていない地域社会での貧困の消滅」「経済と地域社会の発展に関連した仕事で活躍していくことを目
指す専門職業人の為の奨学金支援」など世界の各地で様々な取り組みを実践しています。
　おりしも日本では先日衆議院が解散しこれからの未来の経済、地域社会をどのように考えているのかを
決めるリーダー・政党を選択する大事な選挙が始まります。いろんな政党が新しく旗揚げするようですが、
ぜひともわかりやすい政策を出してもらいたいと思います。（皆様選挙に行きましょう）
　又日本独自の月間として『米山月間』となっております。
本日は、張さんに例会に来て頂いておりますが、皆様ご存知の通り米山奨学金は将来日本と母国との
懸け橋となって、国際社会で活躍する優秀な留学生を支援する事業です。
張さんにおかれましては、日本の良い所、悪い所いろいろあると思いますが、母国にお帰りになった際には
ぜひ身近なところから、日本のことを紹介して頂き、友好を深めて頂けたらと期待しております。
　そして10月24日は世界ポリオデーです。今更ご説明するまでもありませんが、ポリオ撲滅に向けてご協
力をよろしくお願いいたします。
最後になりますが、当クラブとしては、あじさい卓球バレー大会が今月14日に控えております。もう来週
の土曜日です。今年度等クラブにとって最大の事業でございます。高齢者・身障者にとっては地域社会との
つながりや生きがいをこの事業を通して多少でも貢献させて頂こうと思います。
しかしながら参加して頂ける方が、まだまだ足りません。なにとぞご協力よろしくお願いしご挨拶とさせ
て頂きます。

会長挨拶
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2017-18 Presidential Theme

○現在会員　65名　　○出席者　34名
○届欠席者    31名　     ○出席率　 52%

○開会点鐘　12時 30 分
○ロータリーソング斉唱
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話

○閉会点鐘

○開会点鐘　12時 30 分
○ロータリーソング斉唱
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○クラブフォーラム
○閉会点鐘

「我らの生業」

米山奨学生 
張テンゲンさん

10月誕生日の会員の皆様

10月結婚記念日の
　　会員の皆様

・足羽山公園口駅前集会所所長
・エビスプロジェクト代表
・チームふくい現地コーディネーター
 後藤雄一様

職業奉仕委員会



ロータリー財団　寄付者

米山記念奨学会　寄付者
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卓　話 米山奨学生 張 恬源さん
チョウ　テンゲン

前年度累計　438,500 円

　　　　　　　　10月17日（火）福井南RC　10月18日（水）福井北RC　10月19日（木）福井RC
10月24日（火）福井南RC　10月27日（火）福井西RC　11月9日（木）福井RC　12月21日（木）福井RC

10月26日（木）福井水仙RC 11月30日（木）福井水仙RC
12月19日（木）福井フェニックスRC

皆様、こんにちは、私は、武生府中ロータリークラブ奨学生、福井大
学大学院二年生、張恬源と申します。
今回の発表テーマは私の志です。
では、始めさせて頂きます。
私は中国の西安出身です。西安はこの地図の真ん中です。中国の
5000年歴史の中には、西安は13個の時代の都でした。
西安の代表場所と言えば、約2000年前秦の時代で残され、現在世
界遺産の一つとして有名になり、歴史・文化・美術などの最高傑作
の一つと呼ばれ、毎年の観光者は約500万人がいり、様々な人々に
驚きをあげる。これは兵馬俑です。
兵馬俑以外に、中国四大名著（めいちょ）の一つ『西遊記』と関わり、
大雁塔という有名な建物も西安にあります。大雁塔は玄奘三蔵（げ
んじょうさんぞう）が西安（昔は長安と呼べます）からインドまで
旅を出て、学んだ仏教を西安の人々に教えました。玄奘三蔵はイン
ドで頂いたお経を最後に、この大雁塔の下に埋めて保存しました。
現在西安の町の真ん中にある建物は、鐘楼と呼ばれ、約600年前明
時代で建てられました。毎年、城壁の上に、マラソン大会を行って
います。当時の人はとても大きいな龍のような怪物（かいぶつ）を発見し、この怪物を土の下に
埋められ、怪物を怖がらせるためにその土の上に鐘楼を建てました。
西安町は長い城壁で囲まれています。明時代に、町の人々を保護するために建てられました。
毎年、城壁の上に、マラソン大会を行っています。

建物以外に、西安では、中国の古代、四大美人の一人、楊貴妃という美人がいました。
西安の美食と言えば、回民街という、たくさんの美食がある街です。この街はいつも昼より夜
が賑やかです。
美食について．．．
私は、西安に生まれ、幼児園から大学まで、ずっと西安にいました。私の大学は西安外国語大学
で、日本語翻訳専攻でした。大学三年生の時、成績優秀のことで、国費交換留学生として福井大
学に留学をしていました。留学中、日本の美術教育に興味をそそぎ、大学卒業後、福井大学美術
教育の研究生を申し込んで合格しました。そして、大学院入試試験を受けて、2016年4月に、福
井大学の大学院に入学しました。現在院の二年生です。
次に、私の卒業研究を皆様に紹介したいと思っています。
研究テーマは社会における美術教育の展望です
研究方法は実践研究、事例研究と文献研究三つとともに研究しています。
事例研究と実践研究．．．
今回は、私の実践研究を巡って、皆様に紹介したいと思っています。
「子どもの目で見る造形教室」は私が企画したワークショップです。このワークショップは日
本の低学年を対象し、中国と日本の妖怪文化に関する美術教育活動でした。子どもたちは留学
生と一緒に、多文化コミュニケーションを行い、自分のオリジナルな妖怪をデザインして作り
ました。このワークショップは一つの活動だけではなく、妖怪パズル、妖怪色・形つくり、森探
検、中国の妖怪物語、妖怪カルタ、妖怪歌とダンスなど様々なパーツがありました。最後に、子
どもたちは自分の作品の前に立ち、作品を紹介するビデオを撮影しました。
私は、今回で子どもが作った妖怪作品を利用して、「妖怪美術館」という展覧会を企画し開催し
ました。館内では、子どもの作品を展示する以外に、作品紹介のビデオも流しました。また、中
国の妖怪絵本コーナー、妖怪パズルコーナー、感想交流コーナーも設置しました。ただ2日の展
覧会ですが、来館者は100人を超えました。私にとって意外な結果でした。
今年の夏休み中、私は大原美術館のインターンシップを参加しました。大原美術館の美術教育
普及は日本において、とても有名です。インターンシップを通して、私に美術教育に関する新
しい認識をもたらしました。特に、私は大原美術館の学芸員長柳沢さんにインタビューをした
時、柳沢さんは「大原美術館は、美術と上手に出会う子どもや大人を育て、クリエーティブな、
イメージネーションな人、未来を望む市民を育てたい」とおっしゃっていました。大変勉強に
なりました。
これは、「子どもの美術館」というワークショップのチラシです。これは今年の10月29日に行
う予定で、福井市立美術館と協力し、福井市立美術館で開催する美術教育活動です。今度の
ワークショップでは、私が企画した「高田くんとあそぼ」という活動も行います。
日本での留学のおかげで、私は日本の文化や歴史など学ぶ上に、現在日本で推進している美術
教育普及活動を着目しました。日本の美術館や博物館などの社会機関は文化の保存と継承以
外に、市民の教育も担当しています。日本と対比して、中国の社会機関はまだたくさんの不足
があります。卒業後、私は帰国して、教育普及担当の学芸員を目指し、実践に入りたいです。日
本で勉強していた知識と実践を利用して、中国の社会機関を革新したいと考えています。
そして、実践を通して、課題を見つけ、博士を目指したいと思っています。
最後、私の教育知識を利用して、日本と中国の架け橋として、国際的なワークショップを作り
たいと考えています。

伊藤彰　　　本日は米山奨学生の卓話、よろしくお願いします。
横山剛史　　ガバナー補佐須賀原様、米山奨学地区委員伊藤様、
　　　　　　チョウ・テンゲンさん、ようこそおいで頂きました。
　　　　　　チョウさん後ほど卓話よろしくお願いします。
朝田健一　　須賀原ガバナー補佐、地区米山奨学委員の伊藤様、
　　　　　　奨学生チョウ・テンゲンさん、本日の例会よろしく
　　　　　　お願い致します。
藤岡茂樹　　先週の夜間例会は皆さんの盛り上げて頂きありがとう
　　　　　　ございました。　本日は私服での出席失礼します。
松塚泰孝　　本日は早退させて頂きます。来週の卓球バレー大会楽し
　　　　　　みです。
中村敏雄　　須賀原ガバナー補佐、米山奨学委員伊藤彰福井ブロック
　　　　　　長、ようこそおいで頂きました。今月は経済と地域社会
　　　　　　発展の月間であり、米山特別月間であります。米山奨学
　　　　　　生チョウ・テンゲン様卓話よろしくお願い致します。
　　　　　　いよいよ10月ですね、今年もあと３か月早いです。10月
　　　　　　に入り、朝晩めっきり涼しくなりましたので、体調管理
　　　　　　には充分気を付けて下さい。
光山晃　　　古希「人生七十古来稀なり」70年生かされてきました。
　　　　　　これからも良い心づかいで足るを知り、感謝の日々を送
　　　　　　りたいと思います。誕生日プレゼントありがとうござい
　　　　　　ます。
内海晴藏　　須賀原さん、伊藤さん、チョウ・テンゲンさん、ようこそ。
堀川和子　　10月14日の卓球バレー大会は、皆様の御参加をお願い
　　　　　　致します。
福澤幹也　　明日の運動会を延期にしましたが、準備があるため早退
　　　　　　します。よろしくお願いします。
山下徳太郎　先週の夜間例会の影響で昨日まで声がかれていました。
　　　　　　おまけに腰も少し痛めました。
小寺邦夫　　10月月末はハロウィンフェアー。色々お菓子用意してあ
　　　　　　ります。
松本喜市　　朝、夕の寒暖の差に秋の訪れを感じます。
末永雄樹　　先日は夜間例会お疲れ様でした。
今野義隆　　化石発掘体験事業無事終了しました。子ども達本当に喜
　　　　　　んでくれました。　あじさいホームページに写真ＵＰし
　　　　　　てあるので、ご覧になって下さい。ご協力ありがとうご
　　　　　　ざいました。
大島友治　　誕生祝いありがとうございます。本日早退します。
前田和寛　　何回か行事に欠席してしまい、久しぶりの出席です。
近藤実　　　本日は早退させていただきます。すみません。
今田武　　　朝、晩だいぶん涼しくなりましたね。
松原淑裕、南伊津美

石橋聖博、横山剛史、朝田健一、松本喜市、内海晴藏、山下徳太郎
末永雄樹、中村栄子、服部宏和、松原淑裕、南伊津美、藤岡茂樹
前田和寛、中村敏雄

平　野嘉男、横山剛史、朝田健一、松本喜市、小寺邦夫、内海晴藏
藤岡茂樹、末永雄樹、光山晃、中村敏雄、山下徳太郎、橿尾輝之
南伊津美　各君


