
 
 
 
 

 
 

ロータリー月間   今月：地域社会の経済発展／米山   来月：ロータリー財団  
１０月６日例会より 

～ハイブリット例会～ 『 米山奨学生卓話 』  
 

 
米山記念奨学生 白 静（はく せい）様 
 
私の出身地は昨年度の米山奨学生だった周さん

と同じ河南省ですので、本日は私が大学時代に４

年住んでいた広西（こうせい）チワン族自治区に

ついて紹介します。 
 
広西の地理 
広西の地理ですが、東は広東省、西はベトナムに

隣接しています。面積は 236700 ㎢と茨城の 38
倍で、人口は 4925 万人です。亜熱帯性モンスー

ン気候で夏は高温多湿、冬は温暖です。 
首府は南寧市（なんねいし）ですが、緑が多く、

一年中花が咲いている街なので、緑城と呼ばれて

います。 
 

広西の果物 
広西は亜熱帯気候なので果物がたくさんあり、安い

のでたくさん食べることができました。有名なもの

はサトウキビで、広西では中国の 58%の砂糖を生産

しています。また、変わった食べ方として、果物を

唐辛子や塩につけて売っており、暑い日にも食欲が

出るようにしています。中国の若者にはマンゴーを

使ったかき氷が人気です。 
 
広西のグルメ 
広西では小麦の生産が少なく、米が多いので主食は

米になります。米から作った皮を使った春巻きや、

ライスヌードルなどがあります。 
また、タニシが名物でタニシを使ったビーフン麺が

近年中国で大人気です。自宅で作れるセットもイン

ターネットで売っています。ただ少し変わった味な

ので好き嫌いがあるかも知れません。 
街には夜市とよばれるマーケットがあり、18 時から

午前 3 時まで歩行者天国になって果物やバーベキュ

ーなどいろいろな料理が味わえます。 
 
生活移動手段 
移動には電気バイクを使う人が多く、たくさんの電

気バイクが走っています。二人乗りもできます。 
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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 



広西の少数民族 
広西には少数民族が多く、漢民族 62%に対して

38％、1721 万人の少数民族が暮らしています。 
全部で 12 の少数民族が住んでいますが、最も多

いのがチワン族です。チワン族は青い民族衣装が

特徴です。他にも東南アジアに広く住むミャオ族、

木造の特徴的な住居に住むトン族などがいます。 
 
自然風景 
広西で最も有名な観光地は桂林市です。カルスト

地形でタワーカルストが林立し、大変有名です。

中国の 20 元紙幣の図柄にもなっています。 
他にもライトアップされた鍾乳洞や元〜清の時代

に作られた棚田、中国とベトナムの国境にある、

徳天の滝などが有名です。 

 
 
中国と日本の面白い違い 
中国では 2018 年から現金もカードも使わずに、

支払いはすべて QR コードとスマートフォンで済

ませる時代になっています。街の屋台ではもちろ

ん、物乞いさえも自分の QR コードの札をぶら下

げているのはとても面白いのではないでしょうか。 
また、日本と違って、中国のレストランでは水が

出てきません。代わりにどこでもお湯が飲まれて

います。多くの中国人はお湯を飲むことで病気が

緩和できると信じているので、みんなお湯をよく

飲みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

祝 2020-21 年度 ロータリー賞受賞 ! 

高萩ロータリークラブは 2020 年-21 年度ロ

ータリー賞を受賞しました。1992-1993 年に

この国際ロータリー会長賞が創設されて以

来、高萩 RC としては初の５年連続受賞とな

りました。 輝かしいクラブ創立５０周年に

「ロータリー賞５年連続受賞」という、新

たなる栄誉を獲得しました。 

 

歴代受賞年度 

2020-21：田所和雄会長・大河原浩幹事 

2019-20：小森勇一会長・今川隆幹事 

2018-19：福田文乃会長・大河原浩幹事 

2017-18：鈴木直登会長・福田文乃幹事 

2016-17：沼田  操会長・小森勇一幹事 

 
 
 
【会長挨拶】 
良い天気も今日まででしょうか。今地域では稲穀

作業真最中。こうした格好をして家を出てくるに

少し後ろめたい所です。 
先週は新井ガバナーの公式訪問長時間ご苦労様で

した。 
新井ガバナーを身近で接することが出来ず残念で

したが、例会前の１１：００から役員協議会にて

じっくりと話し合いをさせて頂きました。 
４年前地区の財団委員会でご指導を頂きましたが、

４年間でこんなにもロータリーを学び真のロータ

リアンに成られたな～と思い知らされました。 
さて、１０月は地域社会の経済の発展と米山奨学

会の特別月間です。 
新しい政治のリーダーが誕生いたしました。新首



相が掲げる「新しい資本主義」をどう定着させて

いくのか、新型コロナウィルスの後遺症から日本

の経済―世界経済をどうリードしていくのか真剣

に改めて注視いていきたいと考えます。 
当地高萩のまちも随分疲れてきていますね。月曜

日市長に会って意見交換をして参りました。「財源

だね・・・・・」との事でした。 
今日は米山記念奬学生の「白静さん」の卓話をじ

っくりとお聞きください。 
 

 
10/6 例会場風景 
 
【幹事報告】 
①2021-22 年度 第 1 回 国際ロータリー会長幹

事会の案内が届く 
②2021 年 10 月 1 ドル＝112 円 
③米山記念奨学会日本文化体験研修の案内が届く 
④池田直前ガバナー事務所閉鎖のお知らせが届く 
⑤地域社会の経済発展月間 リソースの案内が届

く 
⑥高萩ライオンズクラブチャリティーゴルフの案

内が届く 
 
【ニコニコ BOX】 
鈴木国男さん：結婚月です。 
田所和雄さん：8 月から 2 ヶ月ぶりのハイブリッ

ド例会、本日は会場に出席しました。感染対策を

十分にとって行動しています。これからは、趣味

の登山も出来そうです。 
沼田操さん：長く休みまして申し訳ございません。

今日は何とか小森君に世話に成り出席いたしまし

た。足の方が本調子でないので本当に申し訳あり

ません。 
大髙司郎さん：2020-2021 年度ロータリー賞受賞、

おめでとうございます。田所直前会長のご功績に

心より敬意を表します。「祝」結婚月、誕生月の皆

様。  
石平光さん：新型コロナ非常事態全面解除後、例

会で直接皆様と顔を合わせることができ大変嬉し

く思います。油断せず前進しましょう。  
鈴木直登さん：新内閣発足。「女性活躍社会」とい

う言葉がなくなって名実とも男女が並んで生きる

社会を創ってほしい。  
小森勇一さん：白鵬の引退会見、感心してききま

した。時代がかわりますね。  
大平敏明さん：久しぶりの顔合わせての例会。コ

ロナの第 6 波が来ないように願います。  
鈴木啓志さん： このままコロナが終息するよう

に… 
菱川健司さん：真鍋先生ノーベル物理学賞受賞お

めでとうございます。 
石君平さん： 白静さん、卓話楽しみにしています。 
江尻寛さん、大河原浩さん  
 
本日計  １７，０００円 
 累計 １４３，０００円 
 
【ロータリー財団】 
本日計   ２８，７５０円 
累計   ２４７，１６０円 
 
【ポリオプラス】 
本日計      ０円 
累計  ３５，１７０円 
 
【米山記念奨学会】 
本日計   １，０００円   
累計  １９８，０００円 
 
【結婚月の方】 ✿Congratulation✿ 
１０/ ４  鈴木啓志さん・美保子さん 
   /１０ 鈴木国男さん・照子さん 

/１０ 橋本義隆さん・初代さん 
   /１４ 和田昌也さん・江利子さん 
   /１９ 沼田 操さん・喜代さん 
 
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆ 
１０/１９ 皆川武久さん 
 


