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【10 月は職業奉仕月間と米山月間】 第 692 回例会 2010 年 10 月 20 日

☆ 司会進行 SAA 細川幸三 君
＜ゲスト＞ 米山奨学生 鄭 美玲 様
＜ビジター＞ 御坊南ＲＣ会長 岩中昭英 君
御坊南ＲＣ
柿木宏允 君
同
溝西 薫 君

会 長 告 知

会長 尾﨑達哉 君

今日は“語原”について少しお話し致します。色々調べてき
ましたが、中には“目から鱗”なものまで、それはそれは始終
へぇ～の連続でした。
今我々が使っている言葉は平安、鎌倉、安土桃山時代と大
体がこの辺で言葉として定着したものと想定されます。
皆さんにはその一部をご紹介いたします。
＊「名残」－なごり－ ”波のこり”が短縮して出来た言葉。
＊「後ろめたい」 後ろ目痛し、後ろ辺痛しなどがある。
＊「畳」 薄い敷物を使用しないときはたたんでおくことから
⇒畳む⇒畳となった。
＊「根回し」 木を移植するとき周囲をあらかじめ掘って根を
一部切り落とし、細根を発達させておくことから、意味
が転じた。
＊「グル」
同じ輪の中に
入る ⇒
”グルグル”
江戸時代には
着物の帯をグル
と言っていた。
＊「味方」
天皇の側＝御方を意味した。
＊「ＯＫ」 “O.K CLUB” 民主党派が組織したクラブ名 Van
Buren さんの出身地 New York Kinderhook に OLD
を付けた。
などなど沢山あります。

本日のプログラム

「RID2640 地区米山学友会
2010 年上海シンポジウム」 上海万博会見学
鄭 美玲（てい びれい） 様
シンポジウムについて
私の所属する御坊南クラブの会長さん御夫妻とカウンセラ
ーの柿木さん御夫婦妻も参加されて、上海ではお目にかかり
激励を頂きました。
私は他の奨学生より幸福感を味わいました。
本当にありがとうございました。４日間で色々なことを体験し
ましたが、今度の旅行の主なことの一つとして上海万国博覧
会を見学したことについて、皆さんにお話しをしようと思いま
す。
万国博覧会の見学
私はカウンセラーさんの柿木さん
に「どうでしたか」とお聞きすると、
「あー、北朝鮮館に行きました。
人が少ないから。」とのご返事でし
た。
又、ホテルから万博会場に行く
バスの中で、ガイドさんからこんな
話もありました。「みなさんが行く
前に、一つヒントを教えます。
自分の気持ちを抑えてください。
せっかくのチャンスとお考えでしょ
うが、万博はみなさんの想像より
面白くはないです。」
私たちは大笑いしました。
順番に並び、予備検査、安全
検査、入場券チェックを経てやっと万博会場に入りました。会
場は浦西と浦東の２つの地区に分かれています。
人気のある館は殆んど浦東にあります。
そのため、まず、場内にある地下鉄の万博線の 13 番線に乗っ
て、浦東に行きました。
電車は凄く新しくて、綺
麗で、短い距離ですが、
快適でした。
グループでは「人気館
ではなく、数を目標にする」
でした。
私たちは中国館、日本
館、サウジアラビア館など
の人気のある館を全部諦
めて、アフリカ連盟館を目
標にしました。

フランス館
待ち時間は２時間と書かれていましたが、結構速く 40 分ぐら
いで入館できました。
すべての建築が水面に浮かび、外側は繊維コンクリートから
なるネットで支えられています。入館すると、先ずはフランス風
の庭園です。緑の植物が天井から垂れていて、わらぶきの家
を囲んでいます。
水が天井から顔に落ちて来て、大自然に入り込んだのかと
錯覚するようでした。
中に入ると一つ長い回廊があります。壁にはフランスの街、四
季の風景、有名な映画などのビデオ映像が流れています。映
像は凄く綺麗でした。もっと中に進むと、映像ではなく有名な
絵画が飾られています。フランスの画家・ミレーの『晩鐘』、マネ
の『バルコニー』、ヴァン・ゴッホの『アルルのダンス・ホール』、
セザンヌの『Woman with Coffee Pot』とオーギュスト・ロダンの
『青銅時代』などパリ・オルセー美術館の７点のフランス国家収
蔵品が展示されています。
又、ロボット展とルイ・ヴィトン展があります。ピカピカの感じ
でした。フランス館で、自然とファッションの結び付きを感じまし
た。素晴らしいです。
アフリカ連盟館
ここはアフリカ大陸の数多く国の館が集まっています。入り
口に巨大なアフリカの原始的彫刻と文字があります。樹木とキ
リンや象の姿を見られます。館内はジャングルに覆われた地帯
のように感じました。
館に入ると、一目で２、３カ国の展示館を見られます。館が
小さくて、数が多いです。アフリカの景色が見られるだけでは
なく、伝統的な歌とダンスのパフォーマンスもあります。言葉は
わからないけれど、音楽によってアフリカ人の熱情と愛の気持
ちを伝えていす。
又アフリカ商品市場が開催されアクセサリーや彫刻などの
数多くの商品が扱われています。目がちらちらしました。
日本産業館
電車を降りて、地上に出るとすぐ目に入るのが日本産業館
です。入館しなかったのですが、入口の処に「大阪屋」と言う名
前のたこ焼きの店を発見しました。看板には「日本人非常喜的
食物―章小丸子」と、書かれていました。
中国でも凄く人気がありそうです。大阪屋の隣は「未来の郵
便局」と言うテーマの展示区と「hello、kitty」の販売店がありま
す。日本の人や私たち日本の留学生にとっては「親しみ」が感
じられます。
＊ 終わりに ＊
他にも色々なところを見に行ったり、トルコの料理を食べたり
など、午後５時まで走り回りました。疲れましたが、気持ちが高
ぶってきて、深い感動を受けました。
ロータリーのおかけで、私たちの見聞が広まりました。重ね
て心から深く感謝申し上げます。

委員会報告
【クラブ管理運営委員会】 委員 栗林久一 君
来月Ｒ財団月間にちなみ 10 日の例会は元ＧＳＥ団員、和歌
山医大の准教諭上山氏の卓話です。卓話に必要なアンケ
ートの記入をお願いします。
【会員組織委員会】 委員長 稲垣 崇 君
11 月 24 日の例会は各グループ家庭集会の報告となってい
ます。テーマは特に設けませんが、議題の中に１５周年につ
いてお話し頂きたくよろしくお願い致します。

ニコニコ箱

SAA 細川幸三 君
◇御坊南ＲＣ 岩中昭英 君 本日お世話になります。
◇ 同
柿木宏允 君 同
◇ 同
溝西 薫 君 同
◇尾崎達哉 君 美玲さん、皆さんようこそ。
◇細川幸三 君 鄭 美玲さん、岩中さん、柿木さん、溝西さん
ようこそ。

出席報告

出席委員会 小池佳史 君

会員数 欠席者
15名

2名

出席者

免除会員 出席率

13名

9月22日 の修正出席率

0

86.7%

なし

♪ 矢切の渡し ♪
「つれて逃げてよ…」
「ついておいでよ…」
夕暮れの雨が降る矢切の渡し
親のこころにそむいてまでも
愛に生きたいふたりです。

次回例会のご案内
幹 事 報 告

副幹事 細川幸三 君

○例会変更
＊御坊ＲＣ 10 月 22 日の例会は休会
＊有田ＲＣ 11 月 11 日の例会は休会
＊有田 2000ＲＣ 11 月 3 日 休会
11 月 10 日例会は 6、7 日の地区大会に振り替え
11 月 24 日例会は 21 日のＩＭ2 組に振り替え
○2010 年 11 月ロータリーレート 1 ドル＝82 円

★11/3 例会は 休会です。
★11/10 例会は、GSE 団員
上山敬司 様
(県立医科大学医学部解剖学第一講座)

「ストレスを理解する」
外来卓話です。

