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    20 年振り 南京～上海訪問 
共に歩む会 会員 福⽥伸隆 

 
 平成 9 年９⽉に福岡県⽴⼤学「共に歩む会」で南京師範⼤学〜上海を訪問し、楽しい沢
⼭の思い出を持っていました。 

今回平成 29 年 10 ⽉ 18 ⽇(⽔)〜21 ⽇(⼟)3 泊４⽇「共に歩む会」主催の同⼤学訪問参
加募集があり、飯塚組 6 名（⼤前光信 ⼩鶴武史 ⾦丸正夫 宮本茂登⼦ 梅⽊隆⼦各⽒ 
福⽥伸隆）と⽥川組 9 名 総勢 15 名の訪中団です。 

師範⼤学は別の場所へ新校舎を建て、そこには訪問できず残念でした。宿泊は 20 年前と
同じ師範⼤南⼭ホテル（留学⽣の宿舎）で 20 年前と変化なく時代遅れの感がありました。
南京市街地は⾼層ビルが林⽴しインフラ整備もなされて、素晴らしい街並と変貌していま
した。 

今回の観光は「⻄津古渡」夜景の⾒事な古都
を散策できました。「南京⼤虐殺記念館」は新
館が出来ていて、昔の⾯影はなく少し残念でし
た。⼤前さんの実⽗は⼤戦中、南京憲兵隊員と
のこと、同館園庭で蝋燭、線⾹（⽇本より持参）
を灯し合掌で両国の恒久平和を祈念されまし
た。（彼の今回訪中最⼤⽬標） 

「中⼭陵」（⾰命の⽗孫⽂の墓）は私の⽗（松男 平成 13 年 8 ⽉死去）も 35 年位前に
訪問、私は 20 年前と今回の妹（宮本茂登⼦）と共で訪問し、時空（30 年~40 年）を超え
て中⼭陵に⽴ち感慨深いものがありました。 

「古都周荘」、北栄時代〜元時代に運河を作り発展している（⽔郷 柳川の⼤規模版）。
⼤勢の観光客で⾝動きの出来ない混雑でした。観
光⾈で運河から古い街並みを観察し素晴らしさ
に驚愕しました。 
「外灘」・「浦東」は夜の散策、租界時代の美しい
⻄洋建築群が今も残り、ガーデンブリッチ等対岸
にそびえる浦東エリアの⾼層ビル群も圧巻でし
た。上海駅周辺散策後、酒舗で⽥川組と偶然⼀緒
になり⼤懇親会︖をしました。 



「豫園」（上海⽼街）、「上海タワー」は平成 18 年に飯塚ショッピング信販のお客様招待旅
⾏添乗員で訪れ、再度の観光を楽しむことが出来ました。 

今回の 3 ⼤事件①南京地下鉄⾞両損壊︖︖で、南京特警（特別警察）に⼀時軟禁（南京
とのダジャレ）され無事解放された。②豫園観光で⾏⽅不明者（迷⼦）があり捜索に時間
を費やした。迷⼦者は昼⾷会場に単独移動していた。③帰国時上海空港で搭乗拒否し︖︖
（乗り忘れ）、別便の東京経由で帰国。以上 3 件は後世の語り草になるでしょう。 

今回の昼⾷、⼣⾷について、⻄津古渡し＝雅獅レ
ストラン、南京＝翔⿓レストラン、南⼭花園飯店、
2 次会は成雀、周荘＝花間堂桔梗レストラン、上海
＝⿓皇酒店（上海蟹コース）、南翔饅頭店（⼩⿓包
コース）等で、今まで 7 回訪中のパックツアーでは
⾷したことのない信じられない素晴らしい、流⽯の
豪華フルコースを美味しく楽しく堪能しました。  

 中国には平成 7 年⾹港、9 年南京~上海、18 年上海~蘇州、22 年⼤連〜旅順(203 ⾼地)、
26 年北京（天安⾨ 紫禁城 万⾥の⻑城）、27 年桂林（漓江川下り）、28 年⻄安（兵⾺俑）、
今回で 8 回訪れましたが、感想として中国と戦争は絶対に避けるにつきます。理由は①北
京オリンピック時（2008 年）インフラ整備が全国的かつ、急速に⾏われていた。②広⼤な
⼟地はすべて国有地。③⼈⼝は 13 億以上（⽇本の 10 倍以上）。④共産主義⼀党独裁国家。
⑤中華思想（⾃国が世界の中⼼）。⑥軍事超⼤国等⽇本と⽐較する事の出来ない事項が多い。
隣国と仲良くし世界平和に貢献すべきと結論に達しました。 
 
 
 

よっちゃんラーメーン  

 奮闘記 
福岡県立大学と共に歩む会 田淵 義文 

 はぁ～い♪ いらしゃ～い♪ うまいよ～♪ やすいよ～♪  本場博多のトンコッ～

う ラ－メンだよ～♪  

こんな呼び声で二十年近く、｢よっちゃんラーメン｣の 幟
のぼり

がはためき、1年に一度のラ

ーメン屋の開店です。今年もワイエスフード(山小屋ラーメン)様へラーメンの麺とチャシ

ュウを 250 食分頼みました。価格は 350 円と新メニュの半ラーメン 200 円の価格設定にし

た所、意外と半ラーメンの注文が、多かったのです。 



また、天気に恵
めぐ

まれ初日は寒風も吹き、絶好のラ

ーメン日和
びより

です。｢よっちゃんラーメン｣の開店一番

客は、柴田学長でした。まだスープの味の調整をし

ているのに、ヤイノヤイノの催促
さいそく

で、あわてて開店

時間を早めました次第
しだい

で、学長も我が豚骨ラーメン

のファンの １人
ひとり

です。それを口火
くちび

に順調に売れて

行きました。 

結論から言いますと、二日目は 40 食程
ほど

余りまし

たが、これも恒例と成りました。３時過ぎからのラーメンの投売りです。 初は半額にし

ましたが、４時を過ぎると早く撤 収
てっしゅう

したいので、子供たちに無料で、食べさせました。 

 今年も飯塚の一番食品㈱様のご好意により、トンコツス－プをワイエスフード㈱（山小

屋ラーメン）の緒方会長のご好意でチャシュと麺を安く分けて頂き、又、柏木本店（山賊

なべ）の柏木社長には、おにぎりを安く提供して頂き、 後に南京師範大学の留学生の水

餃子に入れるポン酢と柚子胡椒をマルボシ酢㈱様に協賛して頂きました。ここに紙面を借

りまして、厚く御礼を申し上げます。本当に

有り難う御座いました。(頓首
とんしゅ

)来年も又よろ

しくお願いいたします。 

 今年は色々
いろいろ

と反省点がありましたが、半ラ

ーメンが成功しましたので、普通ラーメンは

チャシュが 2枚、半ラーメンは 1枚なので、

チャシュが余るので、来年はチャシュラーメ

ンと替え玉をメニュに入れようと思っていま

す。 

 末筆 乍
ながら

、中国からの留学生（特に陳さん）、末広先生、戒田さん、重籐さん、石焼芋の

古部さん、植木さん、二日間お疲れ様でした。                        

                            * この会報は留学生も読んでいますので、ルビを付けました。 

 

 

韓国の留学⽣ OG が会いに来てくれました 
                                                            事務局 重藤和⺒ 

11 ⽉ 17 ⽇ 15 時半頃ドアーチャイムが鳴ったのでお客さんかと⽞関に⾏ってみると、
懐かしい顔の 2 ⼈、⼤邱韓医⼤学校の留学⽣だった、キム・ヨンジンとオ・ユリがいまし
た。突然でびっくりしました。私の事を忘れないで、会いに来てくれて、嬉しかったです。
博多から直⾏の県⼤⾏きバスで来たそうです。そういえば、11 ⽉の 15 ⽇に、韓国の浦項
（ポハン）で地震があったと、先⽇テレビのニュースで⾔っていたので、キム・ヨンジン
の実家だ、どうしているかなと思った⽮先でした。写真館に来たのに、 Line でお友達にな



る操作に忙しくて 2 ⼈の写真を撮るのを忘れてました。 ガッカリ(￣0￣)︕︕︕︕ 

これからの⾏事 

○ 熱⾎︕ブラバン少⼥精華⼥⼦⾼等学校吹奏楽部マーチングコンサート 
   12 ⽉ 10 ⽇(⽇) 14:00 開場 15:00 開演 

⼊場料 1,500 円  
○ 12 ⽉ 22 ⽇(⾦) 18:30〜 クリスマスパーティー＆忘年会 （役員会 
18:00〜） 
   場 所︓ライオンズ会館(⽥川市⼤字伊⽥ 3494-1) 武徳殿横  
   会 費︓男性 4,000 円  ⼥性 3,000 円 ペア 6,500 円 学⽣ 1,000 円 
○  第九を歌うバイ in たがわ 

12 ⽉ 23 ⽇(⼟) 開場︓13:00 
開演:14:00 
⼊場料 1,000 円  ⾼校⽣ 500 円 中学⽣以下無料 

○  YOU・遊・マップ・たがわーるど 12.10 完成予定、請う、ご期待︕疲れたああ︕ 
○ 1 ⽉の例会はお休み。2 ⽉の例会は 2 ⽉ 5 ⽇（⽉） 
○ 1 ⽉ 15 ⽇（⽉） 役員会  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     定例会 平成 29 年１２⽉１１⽇（第２⽉曜） 19:00〜 

 福岡県⽴⼤学 2 号館 2F 地域⽂化資料室 
 

 


