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本日のプログラム 第 2048 回例会 2021年 10 月 21日（木）担当 国際青少年交換委員会 

会員卓話 古田 育則会員  テーマ「ロータリーを振り返って」 

 

 

 

 

 

＊国歌「君が代」斉唱 

＊ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

＊４つのテスト唱和 

＊会長あいさつ 土屋敏幸会長 

 本日の卓話は、米山記念奨学生 

李 凱欣さんです。学業等でお忙

しいところ卓話を引き受けてくだ

さり誠にありがとうございます。

心より感謝申し上げます。テーマは「私の生まれ育

った香港」ということです。現在は大変な状況下に

あることは、少しは認識しておりますが、李さんの

お話を聞いてもう少し勉強させて頂きたいと思いま

す。 

 さて、皇室典範特例法案に対する附帯決議に関す

る有識者会議が 3/23～7/26までに 10回行われたよ

うだ。皇族数の確保を図るための方策として 

① 内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する

ことを可能とすること。 

② 皇室の養子縁組を可能とすることで、皇統に属

する男系の男子が皇族となることを可能とする

こと。 

③ 皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族

とすること。 

今後の検討は、①及び②を中心とすることとし、③

は①及び②では十分な皇族数が確保できない場合に

検討する事柄と考えるべきではないか、一定の皇族

数を確保することは必須の課題であり、そのための

多様な方策を示すことが重要である等、話し合われ

たようだ。 

 歴代の女性天皇は 10代 8方（2方は重祚）で、全

て男系であり、寡婦か未婚である。歴代の女性天皇

が即位した経緯については政権内における有力者の

意向があったこと。皇位継承候補と目される男性皇

族が複数存在したり、あるいは幼少であったりした

ことなどから容易に皇位継承者を決定することがで

きない状況にあったことなど、現在までに様々な指

摘がなされている。 

前例会の記録 第 2047回 2021年 10月 7日（木）

卓 話 米山記念奨学生 李 凱欣さん 

テーマ 「私の生まれ育った香港」 

担 当 米山記念奨学委員会 

2021～2022年度 関中央ロータリークラブ会長テーマ 

「みんなで考えよう 未来へ繋ぐために」 



 天皇系図によると、初代神武天皇から今上天皇ま

で 126代とされている。ただ神武天皇が紀元前 7～6

世紀となっているので、架空の人物が多いのではな

いか。日本のことが中国の歴史書に書かれている。

それによると西暦 57年に倭の奴国王が、107年に倭

国王師升が、後漢に朝貢している。239年に邪馬台

国の女王卑弥呼が三国志に出てくる魏に、266年に

その宗女であり妹ともいわれる台与もしくは壱与が

晋へ朝貢している。390年応神天皇（第 15代）が即

位する。（実在が濃厚である最古の天皇）5世紀には

倭の五王（讃、珍、済、興、武）が宋に朝貢との記

録がある。武にあたる雄略天皇（第 21代）がライ

バルを殺しすぎたため、武烈天皇（第 25代）崩御

後、後継者がいなくなってしまった。 

 そこで、北陸・近江根拠地の傍系王族から男大迹

王が継体天皇として即位している。先程紹介した応

神天皇までさかのぼる血統のため、王朝交替説もさ

さやかれている。この天皇は厩戸王子（聖徳太子）

の曾祖父であり、日本最初の女帝推古天皇（第 33

代）の祖父である。どちらにしても 1500年以上の

歴史がある今の皇室は世界中どこにもなく、日本人

として一番に誇れることだ。ただ、それがゆえに個

人のプライバシーや行動に大きな制限を受けておみ

えになり、相当の重圧の中で生きなければならない

ご身分を思うと心が痛い。 

 天皇は日本国の象徴であるのだから、有識者だけ

でなく、日本国民みんなで考えていかなければいけ

ないと思う。 

＊卓  話 米山記念奨学生 

李 凱欣さん 

テーマ「私の生まれ育った香港」 

 今日は米山記念奨学生としてこ

こで卓話が出来て大変光栄に思います。これから短

い時間ですが、ぜひ聞いてください。今日は私の生

まれ育った香港についてお話したいと思います。内

容は、自己紹介、香港の紹介、日本の魅力、日本で

気づいたこととロータリーでやったことをお話しま

す。 

 私は香港から来ました。日常生活はほとんど広東

語ですが、中国語、日本語と英語を話すこともでき

ます。私の強みは苦手なことでも挑戦する「チャレ

ンジ精神」です。高校までは、人前で話すことは得

意ではありませんでした。大学生のうちに「苦手を

克服したい」と思い、ダンス同好会に入部して人前

で踊り、外国人交流会や日本語弁論大会も参加しま

した。弁論大会では負けてしまいましたが、発表し

たテーマや外国人労働者の受け入れのメリットとデ

メリットについてたくさん勉強になりました。短所

は人の気持ちを考え過ぎてしまうので、自分の意見

を押し通したり、自分と人との妥協点を見出そうと

するよりは、相手の意見を尊重します。客観的に見

て多数派の意見に流れされやすいという評価を受け

ます。対立を避け、何をするにも相手任せという場

合が多いです。 

 私は 2017年に高校を卒業し、半年日本語を学ん

で 2018年に中部学院大学人間福祉学部に入学しま

した。日本の大学へ進学する理由は、同じ少子高齢

化社会が進んでいる香港と日本を比較して制度や社

会保障などについて研究したいため来日しました。

将来の目標は、社会福祉士の試験に合格し、学んだ

知識や技術を生かし社会貢献することです。 

 私の家族は 5人家族です。両親が共働きなので、

家族旅行はほぼできませんが、私の来日をきっかけ

に人生初の家族旅行をしました。趣味はダンスを踊

ることとデザートを作ることです。 

 フーちゃんはヨツユビハリネズミで、現在唯一日

本でペットショップから飼える種になります。平均

寿命は 3-7歳です。フーちゃんは今月の下旬で 2歳

になります。人間でいうと 32歳相当です。帰宅し

たときに寝床から顔を出したり、気持ちよさそうに

マッサージでウットリしている姿を見ると日頃のス

キンシップの努力の甲斐を実感できるので、至福の

喜びを感じられます。警戒心が強く、針を強くたて

るなど感情がすぐ外に出るハリネズミだからこそ、

無防備な姿を見せてくれる瞬間、私の心がすぐ溶け

てしまいます。 

 次は私の出身地、香港について紹介します。 

キャリー・ラムは香港の政治家です。政務司司長、

開発局長を歴任。現在、第 4代中華人民共和国香港

特別行政区行政長官兼初代国家安全維持委員会主席



を務めます。 

① 2019年逃亡犯条例改正案と反対デモへの対応 

2019年 9月 4日香港政府は、香港市民から反発

を受けた 2019年逃亡犯条例改正案の撤回を決定

しましたが、抗議活動は収束しませんでした。

そこで香港政府は、10月 4日に 1967年の香港

暴動以来 52年ぶりとなる戒厳令に近い権限を行

政長官に与える「緊急状況規則条例」を発動し

ました。これらの中心となった人物です。な

お、2020年 8月 7日、香港国家安全維持法の施

行に関与する人物として、アメリカ財務省によ

る「米国内資産凍結、米国人との取引禁止」の

制裁対象に指定されました。 

② 新型コロナウイルス感染症への対応 

2020年 3月 27日新型コロナウイルス感染症対

策として、3月 29日より公共の場所で 5人以上

が集まることを禁止すると発表しました。これ

により事実上、抗議集会やデモは行えなくなり

ました。2020年 7月 29日、全住民 750万人に

自宅外でのマスク着用を義務付けました。デモ

参加者を取り締まるべく、「覆面禁止法」が施行

された前年 2019年はマスクを着用した人々が警

察に逮捕されていました。キャリー・ラム行政

長官は、1997年の香港返還以降、最も支持度の

低い行政長官となっています。 

香港に潜在する根本的な問題-「住宅問題」。札幌市

とほぼ同じ面積 1108㎢に 750万人が居住する香港

は、世界一住宅価格が高い都市だといわれていま

す。一般市民の住環境はかなり厳しいものがあるの

です。香港で 5000香港ドル（約 7万円）で借りら

れる物件といえば、居住面積 10㎡、トイレ・バス

共同、エレベーターなしです。しかも、ここに住む

のは単身者ではありません。部屋には 2段ベッドを

置き家族 3人が住む世帯もありますが、あまりの狭

さに結婚してもそれぞれの親元に住んでいるケース

すらあります。夫婦共働きでも、収入はそのまま家

賃に消えてしまうのが実情です。 

 もとは中国南部の小さな漁村だった香港は、アヘ

ン戦争後の 1842年～1997年までの約 150年間イギ

リスの植民地となり、そのあと香港の全領域を中国

に一括返還することになりました。イギリスは統治

していた長期間、香港の地で関税をかけずに自由貿

易港として整備していたことなど、中国本土とは経

済や制度が全く異なっていました。同じ中国国籍だ

けれども社会的、経済的、考え方、文化などが中国

とは異なるということで、うまく統治するよう「一

国二制度」を採用しています。そのおかげで香港経

済は飛躍的に伸びていっているのです。 

 香港大学の調査によると、香港の若者の 75％が

「自分は香港人である」と言っています。中国人と

いうアイデンティティではなく、香港人なのだとい

うアイデンティティを持っている人が 75％というこ

とです。この数字は返還後で最高のものです。ま

た、2008年北京オリンピックの影響で一時、若年層

の中国への愛国心が高まったことから中国人アイデ

ンティティが高まったものの、それ以降減り続けて

います。とどのつまりはここです。大陸からたくさ

ん人が来て 2000年代になったらそれは珍しい光景

ではなくなりました。では、どんどん融合していく

のかというとそうではありません。今の香港は昔の

ように中国大陸とは違う、金の卵を産む鳥のような

都市という時代ではなく、他の中国の都市も経済発

展しているわけです。経済的には中国の一地方都市

という位置づけになりつつあります。中国側は一国

二制度と言いながら、事実上は他の都市と変わらな

いものにしていくこが狙いです。少しずつ少しず

つ、それこそサラミスライスで飲み込んでいこうと

しています。特に教育現場では、何年も前から中国

流の愛国教育を押しけられて、それに対して教職員

の人達が最初に反発し、そういう人達に指導された

若い層がデモに出ているというのが 2014年から続

く傾向です。どんなに中国側が愛国教育を押し付け

ようとしても、むしろ香港人だと、中国人ではない

と意識が高まっています。現象としては少し違うけ

れど、新疆ウイグル自治区で起きていることと同じ

です。中国が一種のエスニッククレンジング的にウ

イグル人の言葉や文化、宗教などを消してしまお

う、奪ってしまおうとしても逆にそうすればするほ

ど反発は強くなるということです。 

 香港といえば「百万ドルの夜景」というフレーズ



を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。香

港の定番夜景スポット「ビクトリアハーバー」で

す。毎晩 20時から行われる光と音のファンタジー

ショー「シンフォニー・オブ・ライツ」を見るため

に、この時間前になるとビクトリアハーバーに訪れ

る観光客で溢れかえっています。香港島サイドや九

龍サイドのハーバー沿いの高層ビルから、夜空にサ

ーチライトが放たれ、七色の光が乱舞するこのショ

ーは絶対外せませんよ。この 13分間の壮大なスケ

ールのショーはなんとギネス記録にも認定されてい

るとか。ショーもさることながら、ここから見る夜

景は「香港」を感じることができるスポットなので

時間に間に合わせなくても訪れてみてくださいね。

時間に余裕のある方はクルーズツアーやスターフェ

リーに乗って海の上から九龍と香港島両方の夜景を

堪能してください。 

 香港の街を歩いていると、店頭に土鍋が逆さにな

って並べられているのを見かけることがあります。

これは煲仔飯という炊き込みご飯を作るための土

鍋。香港の庶民派グルメとして知られる煲仔飯は、

寒くなると食べたくなる冬の風物詩です。作り方は

簡単で、ご飯に肉や魚、野菜、モツなどの具材をの

せて炊くだけです。醤油ダレで食べるのですが、店

によって味付けが異なり、奥が深いです。生米から

炊くのでオーダーしてから出てくるまで 20～30分

はかかります。まずは一品料理を楽しんで、シメの

一品に煲仔飯というのが定番。冬の名物ではありま

すが、専門店ならいつでも味わえます。 

 肉のローストは広東料理に欠かせない料理。鶏の

ほかに、豚やガチョウのローストも人気です。ロー

ストポークは高級店から屋台まで、どこでもよく食

べられる国民食です。皮つきの豚バラを遠火でじっ

くり焼くことで、皮はサクサク、中はトロッとほぐ

れる絶妙なハーモニーが生まれます。肉汁がこぼれ

出すローストポークは、ご飯との相性も抜群。とい

うことで、ご飯にローストポークをのせた焼肉飯も

間違いない鉄板メニュー。ロースト専門店もあるの

で、一度は味わって頂きたい料理です。 

 小さいころから私は日本のテレビ番組が大好きで

した。日本のアニメやドラマは何もかも新鮮で面白

く感じられます。毎日見ているうちに、だんだん日

本の生活習慣、風俗、国民性などをある程度知るよ

うになり、いつの間にか日本文化を好きになりまし

た。日本文化の魅力はいっぱいありますが、美しい

着物であれ、優雅な茶道であれ、美味しい日本料理

であれ、全部日本文化の魅力の一部分だと思いま

す。その中に一つの共通点があります。それは「繊

細さ」です。この繊細さこそが日本文化の特徴であ

り、私が日本文化で一番魅力を感じるところです。

言葉そのものにも繊細さが表れています。ご存知の

ように日本人は礼儀を重んじる民族です。特に初対

面の人や目上の人に対しては、失礼のないように複

雑な敬語を微妙に使い分けています。敬語が苦手な

私は日本のドラマを見ながら、いつもこのような日

本人が羨ましくて仕方がありませんでした。 

 2年生の 8月中旬から岐阜老人ホーム（養護）と

いう 110年以上歴史がある施設で 23日間実習しま

した。この実習の間に多くのことを感じました。特

に施設に対する印象と雰囲気は、私が思っていたも

のと全く異なりました。高校の時、老人ホームでボ

ランティアをしましたが、施設の利用者が元気なさ

そうだし、転倒や損傷をなくすために身体拘束や行

動制限は珍しくありませんでした。でも、この施設

は利用者が自由に外出できるし、自分でできること

は自分でする形で自立生活を励ます。それだけのみ

ならず、利用者自ら生活歴や戦争の話を分かち合う

し、自身の経験で様々な人生道理を教えてくれまし

た。また、食事・お知らせ・お風呂時間に利用者お

互いリマインドすることを見て本当に驚きました。 

 私は大学 2年後期からモールで子供服のレジでア

ルバイトをしています。当時の私は日本語を書く・

聞く・読むことには問題ないのですが、自分のイン

トネーションと話し方がおかしいと思い、人と話す

ことは全然ダメで怖いと感じていました。しかし、

レジの仕事のおかげ、お客様に説明やコミュニケー

ションをしなければならないので、それに伴って人

と話す機会が増え、会話能力と意思表示が徐々にで

きるようになりました。その半年のアルバイトで日

本語の微妙な言葉遣いを感じた。例えば、お客様に

レジ袋はどうされますかと聞くとよく「大丈夫で



す」と回答されます。「大丈夫」はオッケーな時と

そうでない時どちらにも使えるので、はっきり答え

ないと分かりにくいと思います。日本語の難しさを

感じます。 

 色々な「人」と密に接するチャンスが増え、コミ

ュニケーション能力が向上しています。ロータリー

の交流会で会った世界中から来た留学生や、例会で

会ったロータリアンの方など様々な分野の方々と綿

密に会話をすることによって人との会話の時間が明

らかに伸びました。コミュニケーション能力の向上

は自分自身にとって最も成長した点だと思います。 

 カウンセラー制度という心強い制度を通じて、自

分は生涯の先生を得ました。カウンセラーの高井さ

んは父のように自分の面倒を見てくれるし、生活面

でも学業や就職においても、様々な面で相談しなが

らサポートして頂きました。自分が異国の日本で本

当に頼っていい人ができました。 

＊８月度(8/19)ＩＧＭの報告 

 レポーター 吉田 和也会員 

蔓延防止措置が発令される前

日となった 8 月 19 日、味の孫六

さんにて開催されました IGM の

報告をさせて頂きます。予定では、レポーターは尾

崎さんになっておりましたが、当時、コロナの爆発

的感染の最前線で戦ってみえて、とても大変な状況

で欠席でしたので、私が代わりにレポーターを務め

させて頂きました。尾崎先生におかれましては、今

はコロナの感染も落ち着いてきたようですが、どう

か御身体に気を付けて、安定した医療の提供の継続

にご尽力頂けたらと思います。 

 さて、今回の IGM ですがカウンセラーに藤村伸

隆さん、R 情報委員に小川糧司さん、世話役に波多

野好文さん、それから出席者として川上勉さん、桜

井秀義さん、森敬さん、それと私吉田の 7 名で行い

ました。 

 カウンセラーから今回の議題といたしまして、ロ

ータリー活動を維持継続して様々な事業を行ってい

くためには、やはり会員増強が重要であるというこ

とで、そのためにはどうしたら良いかを考えるとい

うことで、会食をしながらゆっくりと話し合いまし

た。今回は蔓延防止措置の発令される前の日という

こともあり、皆様感染防止に細心の注意を払い、少

しおとなしめにお酒を召し上がっていたように思わ

れます。その会員増強の話の中で、これはいつも話

題に上がる事かもしれませんが、退会会員の後継者

の方を誘うや、親子会員として御子息を勧誘する

や、商工会議所青年部の卒業生に入会してもらいそ

こからの路線を見出すや関の東の地域の方の若い方

の路線を見出す等の様々な活発な意見が出されまし

た。私もやはりロータリーとして色々な奉仕作業を

行っていくうえで、事業を行う為の人材も必要です

し、また何よりも先立つもの事業費が必要ですの

で、会員増強という問題は会員みんなで考えて実践

していかなければならないと思いました。そんな中

で、関中央ロータリークラブは、関商工・台湾景文

高等学校との交換留学、里山整備、長良川美化活

動、ひとり親家庭の支援などの素晴らしい事業を行

っておりますので、そのような活動を全面に打ち出

したパンフレットのようなツールがあると会員増強

で勧誘にいった時に話がしやすいのではと思いまし

た。 

 そのような熱心な議論の途中で時間がきてしまい

ましたので、お開きとなりましたが、例会などで人

生哲学を勉強させて頂き自分を成長させて頂きなが

ら、またこのようにお酒を頂きながら親睦を深める

ことももう一つのロータリーの楽しみであると思い

ますので、今のこのコロナ感染が終息した暁には、

この先入会して頂ける新入会員も含めてみんなで親

睦を深める行事ができ、楽しみながらロータリー活

動が再開できる事をも願って今回の IGM の報告と

させて頂きます。 

＊出席委員会 

会員数 30 名、本日の出席 22 名です。 

＊ニコボックス委員会 

・会長・副会長、幹事 

 米山記念奨学生 李凱欣様、本日の卓話よろしく

お願いします。 

・後藤政之君 

 先日、妻の誕生日に虎屋さんのお菓子、ありがと

うございました。 



22 名のご投函ありがとうございました。 

＊幹事報告 

・2021 ガバナー杯チャリティゴルフ案内チラシを

配布しましたのでご覧ください。 

・米山梅吉記念館 賛助会員募集について 

年会費 3,000 円 入会をご希望される方は事務局

までご連絡ください。 

・ガバナー事務所より熱海豪雨災害義援金ご協力の

お礼とご報告  合計金額 1,877,404 円 

・ガバナー月信 受賞報告掲載のご案内 

岐阜県各界功労者表彰 喜久生先生 

・10 月のロータリーレートは、1＄112 円です。 

＜次例会の案内＞ 

第 2049回 2021年 10月 28日（木） 

会員卓話 西田 健一会員 

テーマ  「未 定」 

担 当  青少年育成委員会 


