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国際青少年交換学生 Abbey Moore (アメリカ) さんが８月20



日に来日され､ 本日の例会にホストファミリーの中野さんと共にゲ

2008-09年度ガバナー補佐公式訪問

梅原

秀一郎

様

ストとしてお見えになっています｡ クラブとしては８月11日に交換

2008-09 年度国際青少年交換学生支援金贈呈
(カウンセラー 中野

正人

様､ 交換学生 Abbey Moore

学生受入委員会として､ 新世代育成委員会､ 国際奉仕委員会､ Ｒ財
様)

団委員会の合同委員会を開催し､ Abbey さんのフォローをしてま
いります｡ 交換学生受入委員会からのお願いとしましては､ 最後の


田

３カ月間､ ホストファミリーを受けて下さる会員を募集しています｡
修

会員 (８月22日)

また､ 多くの会員が Abbey さんと親しく触れ合っていただきたい
と考えておりますので､ 家族で出かけるときなどに Abbey さんを
誘っていただきたいと思います｡
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本日はガバナー補佐公式訪問のクラブ協議会で伺い

ました｡ よろしくお願い致します｡




犬飼会長､ 昨日の第４グループ会長､ 幹事会お疲れ様

◎８月度定例理事会報告

でした｡ 今日はお世話になります｡

◎神奈川区ソフトボール大会実行委員会より協賛のお礼状と大会結



果報告が送られてきました｡



本日はお世話になります｡ クラブ協議会を祝して｡ 梅

原ガバナー補佐､ 本日はご苦労様です｡

◎先月末よりブラジルへ派遣をされました国際青少年交換学生

宮

田莉佳さんからメールが届いておりますので紹介します｡



本日は青少年交換学生に挨拶をしにまいりました｡



犬飼会長､ 古川幹事､ お世話になります｡

!"
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◎本日､ 例会終了後､ ガバナー補佐同席にてクラブ協議会を開催致
します｡

場所

回覧します｡

本日ちょうどの誕生日です｡ ますます若返りする必要

性を感じる今日この頃です｡
%&'

ジュビリーⅢ

◎ローターアクト主催 ｢アクトの日｣ 開催案内が来ておりますので



①梅原ガバナー補佐､ 本日のクラブ協議会よろしくお

願い致します｡ ②交換留学生のアビーさん､ ホストファミリーの中
野様､ 例会出席ありがとうございます｡ 一年間サポートお願いしま

◎再度､ 地区からの
らせ ､

$

いつもお世話になっています｡

地区大会記念チャリティーゴルフ大会のお知

記念囲碁大会の案内

を回覧致します｡

す｡ ③林前ガバナー補佐､ 一年間大変お世話になりました｡ また神
奈川 R.C 会長 濱田様､ 金野様ようこそいらっしゃいました｡

◎次週８月29日は夜間例会となります｡

(

)

◎次々週９月５日はガバナー公式訪問となります｡ 出席率100％に

しくお願い申し上げます｡

梅原ガバナー補佐､ 本日はご苦労様です｡ ご指導よろ

ご協力をお願い致します｡

*+,-

また､ 例会終了後はガバナーを交えての職業奉仕クラブフォーラ

願い致します｡

ム､ 並びに懇談会も開催されます｡ こちらの方も出席のほどよろ

./

しくお願い致します｡

す｡
1234

◎例会変更のお知らせ
横浜ロータリークラブ
平成20年９月９日(火)

0

梅原ガバナー補佐のご訪問を歓迎します｡ よろしくお

ニコニコ情報

現在４回裏

２対１で韓国に勝ってま

①梅原ガバナー補佐､ ようこそ｡ ご指導の程よろしく

お願いします｡ ②先日の脇田環境委員長の卓話を参考に皆様､ 多少
⇒

夜間例会

の不便を覚悟しませんか｡
56,7

梅原ガバナー補佐､ ようこそ｡ ご指導の程よろしくお

願いします｡


梅原ガバナー補佐､ 本日は当クラブへようこそご指

導下さいませ｡ 周君､ 本日の卓話ガンバレ




先日は犬飼会長には､ 大変お世話になりました｡ また

一杯やりましょう｡




梅原ガバナー補佐､ よろしくご指導下さい｡



８月に入って､ ２週間ばかりの休みをとって北イタリ

アのマジョレー湖畔のストレーザで静養したり､ スイスのサン・モ
リッツやイタリアのドロミテ渓谷の山のトレッキングをして来まし
た｡


梅原ガバナー補佐ようこそ｡ よろしくご指導の程｡



ガバナー補佐 梅原様には公式訪問ご苦労様です｡ ま

た､ 例会後のクラブ協議会ご指導の程よろしくお願い致します｡

の朝代の都が西安に置いてあり､ 紀元前1058年の周代からの3000年



に合計1121年は中国の都であった｡



周さん､ 本日の卓話よろしくお願いします｡



久しぶりの例会のような気がします｡ 少し涼しくな

その歴史の遺産として､ 数え切れない歴史の遺跡と世に珍しい文

りましたね

化財を残した｡



城 壁：西安の城壁は唐・隋の時代のものをもとに明代に造られた｡



軽井沢ゴルフ合宿参加の皆様､ 大変お疲れ様でした｡

現在中国で完全に残る唯一の城壁である｡ 周りの長さは

江森会員､ 長井会員､ いろいろとありがとうございました｡
!

"

夏のゴルフ合宿に参加の皆様お疲れ様でした｡ 数々の

13.74キロで､ 高さ12メートルで､ 上には､ 120m毎に櫓が

到らない点､ お許し下さい｡

置かれてある｡ 城壁の周りに､ 広くて深い堀があり､ 城門

#$%&

の所には吊橋がかけられている｡

軽井沢合宿の皆様方お疲れ様でした｡ また､ 幹事の方

大雁塔：唐の高僧玄奘三蔵がインドから持ち帰った経典や仏像など

お疲れ様でした｡ 山本先生､ 田中栄さん､ 運転ご苦労様でした｡
'()* ゴルフ合宿ご出席の皆様､ お疲れ様でした｡ 長井さん､

を保存するために建立した､ 中国の仏教名塔の一つである｡

田中さん､ 江森さん大変お世話になりました｡

唐時代に進士試験の合格者がここで名を記したことから､

+,-&

｢雁塔題名｣ の成語も生まれた｡

ゴルフ合宿に参加の皆様､ お世話になりました｡ 本日

兵馬俑：世界八番目の不思議とも呼ばれている｡ 1974年地元農民が

のクラブ協議会､ 体力が残ってないかも？
./0

夏のゴルフ合宿､ お疲れ様でした｡ 優勝させていただ

井戸を掘る時意外に兵馬俑坑を発した｡ 発見順序で１､ ２､

きまして､ ありがとうございました｡

３号坑と名づけられ､ 総面積は22,780㎡ある｡ 秦兵馬俑は

1 2 長井章さん､ 田中龍太郎さん､ 夏のゴルフ合宿､ 幹事､

体格が逞しいだけではなく､ 製法も精緻で､ 造型も正確で､

お疲れ様でした｡ とても楽しかったです｡

工芸水準が高い｡ 秦始皇帝陵の一部として1987年､ 世界遺

,$

産に登録されている｡

3

ゴルフ合宿に参加､ いろいろご指導いただき､ ありが

華清池：驪山のふもとにある有名な温泉池である｡ 歴代の皇帝も､

とうございました｡
4567

昨日はゴルフ参加の皆様､ お疲れ様でした｡ また､ 明

ここを行楽の地として大掛かりな造営をした｡ 玄宗皇帝も

日､ 明後日は下の娘が横浜カーニバルハマコイ踊りに参加します｡

華清宮を作り､ 毎年冬から春にかけて､ 楊貴妃を伴い､ 酒

友添君､ ぜひご祝儀を持って､ 応援しに来て下さい｡ 11時にキャメ

楽の日を明け暮れ多くのロマンスを生んだ｡ ｢春寒くして

ロットで待ってます｡

浴を賜う華清の池､ 温泉の水滑らかに凝脂を洗う｡｣ 白楽
天の ｢長恨歌｣ は２人の愛情を如実に歌うと同時に２人の
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贅沢きわまった生活振りも反映している｡
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そのほか､ 東方と西方文明の交流を促進した伝説的なシル
クロードの起点､ 石碑の総数2,000点以上､ 書道大家の原





刻碑など多く保存してある碑林､ 母系制社会の村落遺跡で
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西安は､ 昔の長安と呼ばれ､ ローマ､ カイロ､ イスタンブール､
アテネとともに世界歴史上有数の文明の中心であった｡
中国の歴史と文化の最も重要な発祥地として､ 漢と唐を始め､ 13

ある半坡遺跡､ 釈迦の指舎利を出土した法門寺､ 唐３代皇
帝の高宗とその皇后で中国歴史上中国史上唯一の女帝則天
武后の合葬陵である乾陵など､ 数多くの歴史遺産を残して
いる｡ そのほとんどは現在の保存技術により､ まだ採掘で
きず､ 地下に埋蔵している｡
西安はたくさんの特有な風俗習慣と芸術が生んでいた｡

しん

こう

秦

腔：主に西安地方で有名な中国の地方劇ですが､ その影響力は



中国西北部ほぼ全地域にも及び､ 昆曲､ 弋陽､ 柳子などと
共に､ 南昆､ 北弋､ 東柳､ 西木邦 (西の木邦子：秦腔) と

 


して､ 中国の古代戯曲の四大声腔体系の一つとして並び称

職業分類が既に充填されている場合でも､ ロータリー財団学友を
正会員として選ぶことをクラブに認める件

されている｡
皮影劇：中国伝統芸術の一つで､ 光と影の織りなすドラマは非常に
幻想的な上に､ その音楽､ 演唱もいかにも中国的で素晴ら
しい｡ 珍しいところでは､ 皮影という影絵芝居に使われる
棒で操る人形などもある｡
中国西北地方の中心都市として､ 西安の経済は発展している途中
である｡ 2007年の人口は約830万人で､ GDP は 1,727億元 (約27,80
0億円) である｡ 都市在職人口平均年収25,012元 (約400,410円)､
農村平均収入は4,399元 (約70,407円) であり､ 都市部と農村の格
差がまだ大きいである｡ 中国東部の都市と比べるとまだ発展してい
ないが､ 中国の科学研究と教育の一つの中心であり､ 航空産業をは
じめ､ 製造産業も技術力と製造能力が持っているため､ 今後の発展
も期待できるだろう｡



国際ロータリー定款を次のように改正する (手続要覧第171〜172
ページ)｡
第５条

会員

第２節

クラブの構成

(b) 各クラブは､ 一事業または専門職務に偏らない均衡の取れた
会員身分を有しなければならない｡ ５名またはそれ以上の正会員が
いる職業分類からは､ 正会員を選出してはならない｡ 但し､ 会員数
が51名以上のクラブの場合は､ 同一職業分類に属する正会員がクラ
ブ正会員の10パーセントより多くならない限り､ その職業分類の下
に正会員を選出することができる｡ 引退した会員は､ その職業分類
に属する会員総数に含めてはならない｡ 選出によってクラブ会員の



身分が職業分類の制限を一時的に超えることになっても､ クラブの
移籍会員または元クラブ会員､ または RI 理事会によって定義され
たロータリー財団学友の職業分類は､ 正会員に選出されることを排
除するものであってはならない｡ 会員が職業分類を変更した場合､
クラブは､ これらの制限にかかわらず､ 同会員の会員身分を新しい
職業分類の下で継続することができる｡ 更に､ 標準ロータリー・ク
ラブ定款を次のように改正する (手続要覧第233ページ)｡
第７条

職業分類

第２節

制限｡

５名またはそれ以上の正会員がいる職業分類からは､ 正会員を選
出してはならない｡ ただし､ 会員数が51名以上のクラブの場合は､
同一職業分類に属する正会員がクラブ正会員の10パーセントより多
くならない限り､ その職業分類の下に正会員を選出することができ
る｡ 引退した会員は､ その職業分類に属する会員総数に含めてはな
らない｡ 選出によってクラブ会員の身分が職業分類の制限を一時的
に超えることになっても､ クラブの移籍会員または元クラブ会員､
または RI 理事会によって定義されたロータリー財団学友の職業分
類は､ 正会員に選出されることを排除するものであってはならない｡
会員が職業分類を変更した場合､ クラブは､ これらの制限にかかわ
らず､ 同会員の会員身分を新しい職業分類の下で継続することがで
きる｡
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