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鹿児島県人関係者が、新たな時代をつくろうと

世界2０カ国より約300名ほどが鹿児島に集合しまし

た。はじめて鹿児島県人世界大会が開催され、

今後も引き続き開催したいとの事でした。

wrote by 









鹿児島市商工会議所
岩崎会頭のご挨拶

2008年1月ベトナムで
九州健児会立ち上げた際
の幹事を依頼した徳田さ
んと8年ぶりに再会。
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Welcome to  Kagoshima 
記念打上花火大会







どこに行ってもすぐ友達になれる世界のＳＡＤＡＭＵさんです。



フェスティバル参加中の鹿大留学生インドネシア人・ベトナム人



鹿児島県人世界大会開催実行委員会委員長
鹿児島商工会議所会頭
岩崎芳太郎様よりご挨拶

三反園知事より
海外県人功労者表彰



知覧茶をすすりながら、ちょいと気分転換！！



櫻島の表情（朝・昼・夕方）



故郷には誠をつくし、友の為には涙を
ながし、自分の為には汗をだせ、

未来を見据え、きばいもんそかい

チェスト！



南日本新聞より



南日本新聞より





韓国の国旗は別名「太極旗（テグキ）」とも呼ば
れます。中央の赤色と青色で成る中央の丸部分が
太極です。太極は易学において全てのものは陰と
陽からなり、陰と陽がバランスよく調和し存在す
るという東アジア的思想を映し出しています。赤
色は太陽の陽を現し、青色は月や地上など陰の部
分を示しているとされています。

インドネシアの国旗は、上に赤、下に白
を配した横二色旗である。デザインはモ
ナコの国旗と全く同一だが、縦横の比率
が異なる。インドネシア国内では
"Sang Merah Putih" と表記される。
Merah Putih が「紅白」を意味し、赤は
勇気と情熱を、白は真実と聖なる心をあ
らわす。

黄」は”国民の団結”、あるいは、”平和と平
穏”を、「緑」は”平和豊かな自然”、あるい
は、”団結と調和”を、「赤」は”勇気と決断
力”、あるいは、”愛”を、 横ストライプ3色す
べてにまたがるように輝く「白い五角星」は”
地理的にも、民族的にも一体になる”という意

義を、表しております。
インド国民議会が、1931年に採用した３
色旗に由来するデザインとなっています。
サフラン色はヒンズー教を、緑はイスラ
ム教を、白は両者の和解を表しています。
中央には、チャクラ（法輪）がデザイン
されています。チャクラは、アショカ王
の仏典念塔に由来する仏教のシンボルで
あるため、インドの国旗には、世界四大
宗教のうち３つが象徴されていることに
なります。



赤」は”普遍的親愛”と”国民の平等”を、「白」は”永遠に満ちわた
る純粋さと美徳”を、「五つの星」は”民主””平和””進歩””正義””平
等”の理念を、「三日月」は”隆盛する若い国家（生まれて三日目
の月ですもんね）”を、それぞれ表しております。また、「三日
月」といえば、アラブの国旗でよく見かけますよね。やはり、マ
レー系住民などに多い”イスラム教徒”を意識しているようです。
そして、「星」は”共産主義”を。”華人”がたくさんいらっしゃい
ますしね。国旗にマレーシアの国の成り立ちが如実に表現されて
おりますね。また、「赤」や「白」はこの東南アジア諸国では親
しみ深い色とされているようです。確かに、タイ・マレーシア・
インドネシアなどの国旗もこの配色を存分に使ってますもんね。

白」は”平等”と”博愛”「青」は”平和””真実””正義”
「赤」は”勇気”と”愛国心”「黄色い太陽」は”自由”を表
しています。フィリピンの独立への、そして、その後の
歴史においてせまりきた複雑な多くの苦難が思い起こさ
れます。この精神がこれからも思い継がれていきますよ
うに。彼らの独立に栄光あれ！そして、「3つの星」は
ルソン島、ミンダナオ島、ヴィサヤ諸島を、「太陽から
出る八本の光線」はルソン島所在の8つの州を、意味し
ております。 2009年、スペイン植民地時代に屈服しな
かったイスラム教徒に敬意を表し、「黄色い太陽」に”9
つ目の光線”が付け加えられることが議案決議されました
が、2018年5月現在なお、それを実行されてはおりませ
ん。

国旗に使われている「赤」「白」「青」はかつてこの国を支配したイギリスの「ユ
ニオンジャック」に由来しております。マレーシアの反英感情は比較的薄いと言
われております。そういえば、わたしがマレーシアを訪れたちょうどその時、英
連邦下のオリンピックみたいなの（1998年コモンウェルス）が同国を会場にして行
われておりましたが、特に何のいざこざもなくかえって「ウェルカム」みたいな風
でした。また、マレーシアは太平洋戦争の時期、日本に占領されたことがありま
すが、今は結構な「親日国」として知られております。マハティール元首相の同
じアジアの経済大国である日本を見習おうという意図を組んだ「ルック・イースト
政策」はよく知られております。実際、その効果もあって、マレーシアは20世紀
末ごろに劇的な経済発展を成しとげました。さて、国旗の色について話を戻しま
しょう。まず、「赤」と「白」は東南アジア地域では伝統的に、非常に親しみ深
い色だとされております。たとえば、タイ、シンガポール、インドネシア、など、
その色を基調にした国旗を採用した国は少なくありません。「青」は”多民族国家
である国民の団結”を、「黄」はスルタン（国王）の権威を表しております。そう
です。マレーシアには王様がいらっしゃいます。元々、今のマレーシアはそれま
でにあった小さな王国の連合体です。今のアラブ首長国連邦にちょっと似ており
ますね。そして、その王位は5年ごとに輪番制で実質持ち回られているようです。



「青」は大空・正義・真実・友情・海や国土などを表しま
す。「白」は国を潤す母なるラプラタ川を表します。ま
た、純粋な国民性を表すこともあります。
国旗の特徴
横に青・白・青のストライプが走っております。この青は
幾分淡いのが特徴的です。中央の太陽は「五月の太陽」を
意味しております。なぜ五月かというとやはり「五月革
命」にちなんでです。また太陽は、インカ帝国独立をシン
ボライズした太陽神”インティ”を表しております。独立運
動の時、雨降りしきる中「太陽」が顔をのぞかせた、とも
言われております。「吉兆」であり、「奇跡」であり、
「神威」なのですね。ちなみに、このインティは1813年か
ら発行の8エスクード硬貨にもあしらわれております。当
時のアルゼンチンの人々の独立への気概、そして、”イン
ティ神”への尊崇への念が伝わってくる思いがします。

1821年に独立を果たした後、1825年に現在の国
旗が制定されました。赤・白・赤の縦三分割旗
は、独立解放運動の指導者、サン・マルティン
がピスコ湾に上陸したときに、赤い翼に白い旨
の鳥を見て吉兆と喜んだことに由来しています。
中央には国章が描かれています。国章には、月
桂樹とヤシのリース、ビクーニャ（ラクダ科の
動物）、金貨があふれる角などが描かれていま
す。

1844年に制定された国旗の原型は、建国の父
ファン・パブロ・ドゥアルテの考案によるもの
です。中央に描かれているのは国章で、月桂樹
とシュロの葉、そして聖書と十字架が描かれ、
キリスト教国であることを表しています。赤・
青・白の配色は、ハイチの旧宗主国フランスの
三色旗が手本になっています。白はキリストへ
の信仰を、青は平和を願う心を、赤は戦場で流
された血を表しています。



カントン部（旗の左上）にイギリスとのつな
がりを象徴するユニオンフラッグを、フライ
側（旗竿の反対側）に国土が南半球にあるこ
とを象徴する南十字星を、そして左下に6州1
準州による連邦を象徴する七稜星を配してい
る。現在に繋がるデザインの旗は1901年9月3
日に初めて掲揚された[1]。ブルー・エンサイン
を基にしている。オーストラリア陸軍も国旗
と同様の旗を軍旗としている。

上海市は中国最大の経済都市である。
2014年の市内総生産は2兆3,560億元
であり、北京市を凌ぎ同国第1位

蘇州といえば、「東洋のベニス」ともいわ
れる街です。趣のある中国式庭園と、市
内を縦横に流れる運河で有名です。そ
の歴史は紀元前にまでさかのぼります。
B.C.514年、春秋時代に呉の都に定めら
れたのが始まりました。約2500年の歴史
を持つ古都です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8D%8A%E7%90%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8D%81%E5%AD%97%E6%98%9F
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%83%E7%A8%9C%E6%98%9F&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1901%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97#cite_note-a-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E9%99%B8%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E6%97%97


1997年７月に香港がイギリスから中国に
返還され、現在の旗が制定されました。
中央にバウヒニアの花びらがデザインさ
れています。赤は中国の社会主義を、白
は資本主義を象徴し、香港の一国二制度
を表しています。花びらの中に描かれて
いる赤の５つの星は、中国の国旗「五星
紅旗」にちなんでいて、中国同胞として
の一体感を表しています。

北京は中国の巨大な首都で、3 千年におよぶ
歴史を誇ります。明、清王朝時の皇帝の宮殿
であった壮大な紫禁城の施設群をはじめとす
る古代遺跡の他、近代建築でも知られていま
す。紫禁城の近くには歩行者専用の巨大な天
安門広場があります。この広場には、毛沢東
の遺体が安置されている毛主席紀念堂や、文
化遺産の膨大なコレクションを展示する中国
国家博物館があります。



「青天白日満地紅旗」または、通称「青天白日旗」
と呼ばれています。1914年に、東京に亡命していた
孫文が考案したデザインです。青天は正義を、白日
は友愛を象徴し、太陽の12条の光は12刻を表し永遠
を象徴しています。また、国民が自ら進んで物事に
取り組む精神をも表しています。現在の国旗は1928
年に台湾（中華民国）が全国を統一したときに正式
採用になりました。

ベトナム国旗は「赤星紅旗」と呼ばれています。もともとは、南ベトナムの一地方で反フランスの旗印として、
黄色い１つ星の赤い旗が、革命家グエン・フー・ティエンのデザインによって掲げられました。彼は、翌年戦
いの犠牲者となりましたが、1945年に彼の旗がベトナム民主共和国（北ベトナム）国旗として制定されました。
赤は独立革命で流されを、５角の星は労働者・農民・兵士・知識人・青年を表しています。

白地に赤い十字のセント・ジョージ・クロスと、スコットランドの国旗（青地に白い斜め十字のセント・
アンドリュー・クロス）が、イングランドとスコットランドの同君連合時代に組み合わされて作られた。
さらにアイルランド王国との合同でグレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した際、アイルラ
ンドの国旗と称してアイルランドの有力諸侯だったキルデア伯（フィッツジェラルド家）の旗（白地に赤
い斜め十字、セント・パトリック・クロス）が組み合わされた。中国では、米字旗（旗の意匠の漢字は米
が類似している）と呼ぶことがある。
セント・アンドリュー・クロス旗の青地は、スコットランド国旗ではブルーだが、ユニオンフラッグでは
ダークブルーになる。またセント・アンドリュー・クロスとセント・パトリック・クロスが重なり合って
しまわないように、ユニオンフラッグではセント・パトリック・クロスの斜線が反時計回りに若干ずらし
てある（カウンターチェンジ）。このためイギリスの国旗は上下左右で非対称となり、表裏の区別がある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E3%82%B2%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%82%A6%E3%82%B9%E5%8D%81%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AC%E5%8D%81%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E5%90%9B%E9%80%A3%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%B3%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E9%80%A3%E5%90%88%E7%8E%8B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A2%E4%BC%AF&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%89%E5%AE%B6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E5%8D%81%E5%AD%97


十字軍遠征の際にオーストリア公レオポルト5世が敵
の返り血を浴びて全身赤く染まったが、ベルトのた
め腰の部分だけ白く残ったという故事が有名という
ことを書きました。他の意味としては、白はキリス
ト教や誠実さ、赤は闘争や独立時の血の色などの意
味があります。

タイ王国の国旗は「トン・トライロング」(三色
旗）と呼ばれ、中央の青色は「国王」を象徴する。
白色は建国の伝説に登場する白象に由来し「宗教」
を象徴する。赤色は「国家、および国民の団結
心」を表わすもので、旗全体が王室を中心とする国
民の忠誠心・団結心と小乗仏教への高い信仰心を象
徴する。

ハワイ州の旗は、アメリカ合衆国ハワイ州の州旗
で、歴史的にはハワイ王国の国旗として1845年
に制定された。現在のアメリカ合衆国の50州の
州旗のうち、唯一ユニオン・フラッグが含まれた
旗である。ハワイ語で「カ・ハエ・ハワイイ
（Ka Hae Hawaiʻi）」と呼ばれる。

中央に青い市章の入った青・白・オレンジ色の三
色旗である。三色旗のデザインは、マンハッタン
島にニューアムステルダムができた1625年に使
用されていたオランダ共和国の旗であったプリン
ス旗に由来する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B8%82%E7%AB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%89%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%89%B2%E6%97%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97


カリフォルニアは米国西海岸の州です。メキシコと
の国境から太平洋沿いに伸び、その全長はほぼ 900 
マイルに達します。崖に縁取られたビーチ、セコイ
アの森、シエラネバダ山脈、セントラルバレーの農
地、モハーベ砂漠など、多様な地形が特徴です。ロ
サンゼルスはハリウッドの娯楽産業で知られ、坂の
街サンフランシスコはゴールデンゲートブリッジ、
アルカトラズ島、ケーブルカーで知られています。



シアトル（英語: Seattle、英語発音
: [siˈæṭl] (  音声ファイル)スィアロゥ）は
、アメリカ合衆国ワシントン州北西部キング
郡にある都市。同州最大の都市かつ同郡の郡
庁所在地である。また、太平洋岸北西部最大
の都市かつアメリカ西海岸有数の世界都市で
もある。

緑は林業と農業、黄色は鉱業を象徴する。星座の形は無血
革命で帝政から共和制になった１８８９年１１月１５日２
０時３０分のリオデジャネイロ市の夜空で、こいぬ座、お
おいぬ座、りゅうこつ座、おとめ座、うみへび座、南十字
星、八分儀座、南のさんかく座、さそり座が描かれている。
２７個の星は２６州と首都「ブラジリア」を表す。（1992
年までは星が23個だった。）黄道部分に書かれている文字
の意味は、国のモットーとする「秩序と発展」。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E8%A8%98%E5%8F%B7
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/GT_Seattle_AE.ogg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%83%A1_(%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%B7%9E)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A1%E5%BA%81%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E5%B2%B8%E5%8C%97%E8%A5%BF%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E8%A5%BF%E6%B5%B7%E5%B2%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%83%BD%E5%B8%82


2023年、またお会いしましょう。
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