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【会長報告】
『万葉集』に「石激る垂水の上のさわらびの萌え出づ
る春になりにけるかも」とあります。草木が一斉に芽
を吹き出すこの時期、外に出て春の息吹きを感じ、新
鮮な気持ちでいろいろなことにチャレンジしてみて
は如何でしょう。一方「春温を病む」という言葉もご
ざいます。体調管理にお気をつけ下さい。
　森三郎ガバナーのお話の後半を紹介します。

「〈分別〉を捨てて気付くこと」…さて私は「ロータリ
ー活動をするには馬鹿にならないと出来ない」と感
じております。「これが何になるのか」と考え込めば
考え込む程いつも白けて参ります。ですから〈分別〉
を超えてロータリーに臨む必要がございます。とは
言っても今日の皆様の地位は優れた〈分別〉の結果。〈分
別力〉の優れた皆様に「分別を捨てて世界にお入り下
さい」とは一体どういうことでありましょう。一休禅
師が「諸悪莫作衆善奉行」という大きな墨跡を残して
おります。これは「良い事をせい悪い事はするな」と
いう単純な内容で理由も何も一切言っておりません。
答えを拒否しています。「何故」「どうして」という疑
問や〈分別〉を拒否する一休の気迫。この墨跡の前に
立つと「馬鹿になれる人間は一つの才能だな」と思っ
た自分の立場は禅僧に通じるものがあると感じます。
私達は例会に来て時には〈分別〉を忘れるのも良いの
ではないでしょうか。例会場で子どもに返って馬鹿
になって自由に考え裸の心で笑い合い…ここにロー
タリーの良さがあります。ちょうど交互に熱いお湯
と水風呂に入って心身を生き生きさせる健康法があ
るように〈分別〉の世界と〈無分別〉の世界に交互に身
を浸すことが皆様の精神／魂を“胸中の少年”に知ら

ぬ間に鍛えてくれると思います。そう言っているう
ちにある時ふーっとロータリーというものが卒然と
分かってくることがございます。〈分別〉を働かせて
いる限りまずロータリーは絶対に分からないと申し
上げて良いでしょう。滔々と理論展開してロータリ
ーを語る方をよく拝見しますけれども、私の目から
見ますと得てしてそういう人はロータリーをあまり
分かっていない人がしゃべっているように感じるこ
とがございます。「分かる」ということはそういうこ
となのではないでしょうか。〈分別〉を捨ててある時
ふと気付くのです。入会後、そういう機会が３年で来
るか５年目に来るか分かりません。しかしロータリ
ーの良さというものは馬鹿になってクラブライフを
楽しんでいる時にふと訪れるものだと私は感じてお
ります。そういうロータリーであって初めて“少年
の心”をいつまでも永らえさせてくれるのであり、「奉
仕」はそういう心の当然の結果であると私は考えた
いと思っております。
　
　米山記念奨学会からクラブ創立記念特別表彰盾と
感謝状が贈られて来ました。「…創立４５周年記念事業
として多額の寄付…深甚なる敬意を表します。２０１０
年３月１７日  理事長 板橋敏雄」とあります。

【幹事報告】
・ロータリーレート１＄＝９２円�
・訃報　馬場康パスト会長（所沢ＲＣ・享年７８才）
�・５／１３入間ＲＣにて加藤ガバナー卓話�
・ 「ＲＣ記念誌」をお持ち帰り下さい。�
・例会を欠席される場合、必ず前日までに連
　絡を事務局にお願いします。埼玉銀行が例
　会場だった時のように出欠に厳しくてもよ
　ろしいのではと思います。�
◎例会変更のお知らせ
◇狭山ＲＣ
・５／２１（金）  ５／２３～２５能登・金沢親睦旅行

◇所沢東ＲＣ
・６／１０（木）　夜間移動例会　ホタル観賞�
・６／２４（木）　最終夜間例会�
【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　　　小川君
　５／２６夜間例会は１７：１５集合に変更。
◎米山奨学委員会　　　　　　　  萩野（暁）君

　４月からの奨学生、ラオス
のケオサワン・ラマイさん。
駿河台大学経済学部経済
経営学科４年生です。３月
までお世話し、プリンス
最終例会はいすゞ自動車
入寮式で欠席した呉継斌
君の便りを紹介します。
「１年間、飯能ＲＣの方々のご支援

のお蔭で順調に頑張って参りました。大学院の卒業と同時
にいすゞ自動車に就職が出来ました。このご恩は永遠に銘
記していきたいと存じております。今後共よろしくお願いし
ます。寒さが加わって来ますのでお体に皆様気をつけて下さい」

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  神田（敬）君
「友」４月号。表紙はプノンペン郊外の寺院での、
瞑想する僧侶に水をかけるカンボジアの正月
の儀式と木曽川を見下ろしてそびえる国宝・
犬山城のお祭り。Ｐ６～７、３１地域の雑誌紹介。
Ｐ２０、６月・国際大会の講演者Ｇ・モーテンソン
氏のベストセラー『　　　　　　　　 』。縦組
Ｐ２、今、世界は日本の江戸時代をモデルに、他。
�◎ロータリー財団委員会　　　　  吉田（健）君
　杉田一昭会員よりポールハリスフェローと
いうことで１０００＄寄付頂きました（拍手）。

【出席報告】

地区大会欠席の方は資料をお持ち帰り下さい。
【Ｍ　　Ｕ】
４／１３（日高）前島君
４／１６（東京銀座新）柏木君、森君
４／２０（日高）中里（忠）君
４／２５（ガバナーエレクト事務所）半田君、和泉君、矢島（巌）君、間邉君
　大木君、木川君、吉田（健）君、吉澤君、新井君、市川（洋）君
４／２７（日高）田辺君

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・駿河台大学高塚国際交流課長様、留学生の皆様、
　本日は卓話有難うございます。　　市川（洋）君
�・５／３・４、Ｂ級グルメ王決定戦「すいーとん」で参加します。
　 多くのＲＣメンバーの方 に々ご出席頂けると幸いです。新井君�
・安養寺開山堂が落慶致しました。　田辺君�
・誕生日祝、有難うございました。　大附君�
・馬齢を重ねて７０を過ぎました。　 丸山君�
・野田の円照寺のお祭りにお出かけ下さい。服部君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　  吉田（行）君�
・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、服部君�
本日計１８，０００円、累計額１，０７１，１４６円。
◎１２日例会当番は増島会員、間邉会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　  市川（洋）米山奨学委員
　昨年１２／３、中里（昌）パスト会長、吉島副会長、私が
審査員として出席。中里（昌）会員の素晴らしい審査報
告に大学側も感動していました。昨年より「最優秀賞」
は「飯能ロータリークラブ賞」に改称されました。

■中国の５つ星ホテルでフロントの
仕事をやっていた時、日本人観光客
が結構居たので、日本語が出来たら
良いなと思って日本に来ました。

　漢字はどこから来たか。中
国です。では日本で生まれた
漢字が他の国へ行っているこ
とを知っていますか。それは
中国です。
　中国新聞の記事によると、

明治時代、日本に沢山の科学技術や文化が西洋から
入って来ました。そして日本人はそれらを漢字に置
き換えて表現した。その漢字が１９世紀後半、当時日
本にいた約６万人の中国人留学生によって中国に渡
りました。中国が日本から取り入れた漢語は「和製漢
語」と言われています。現代中国でよく使われる「農
民」「民族」「都市」等。歴史的には昔から今まで、中国
語の外来語は大部分がサンスクリット語、ペルシャ語、
日本語から来たようです。それらの１０分の１は日
本語で、社会科学と自然科学の単語が７０％を占め
ています。つまり中国は日本から来た漢語を通して
世界を見ることが出来た。もし日本人がそれらの単
語を作らなければ、そして中国に入って来なければ
今の中国はどうなっていたか。想像出来ません。
　私は以前、漢字は全て中国で生まれたものだと思
っていました。しかし、そうではないと知って驚く
と同時に嬉しかった。自分の常識が覆り新しい発見
があったからです。昔の人が漢字を通してお互いの
国を見て更に新しい世界を見たように、私達も同じ
ように身近な漢字を通してもっとお互いのことを知
ることが出来るのではないでしょうか。
　留学生のラマイさん、周さん。日本の漢字を勉強
する時に、その背景を知ると勉強がもっと面白くな
りますよ。飯能ＲＣの皆さん。中国の漢字を通して、
もっと私達のことを知って下さい。

■留学のきっかけは３０年前に日本に
留学したことのある祖父。今は大連
の外国語の教授。大連では日本のこ
とをいろいろ聞きました。日本語の
中で一番好きな言葉は「継続は力なり」。
一番好きではないのは「しょうがない」。

「日本語を勉強する時、一番
難しいところは？」と留学生
に聞いてみると８割は「敬語」。

日本人でも難しいと思っている人は多いそうです。
正しい敬語を使ったら相手に良い印象を与えるでし
ょうし、逆に間違ったら良くない印象を与えてしまう。
バイト先で電話に出て大きな間違いをしました。「店
長さん、いらっしゃいますか」と聞いたので自信を持
って大きな声で「いらっしゃいます」。その時、店内の
お客さんの目は全て私の方に向きました。「しまった、
言い間違えた」と気付いて顔が真っ赤になりました。
　私が理解している敬語というのは「服装」のような
もの。一年中、ＧパンとＴシャツの人でも、まさか結
婚式まで同じということはないでしょう。大抵の人
は「服装」を替えることで気分を変えます。仕事着と
遊び着、ちょっとした外出と公式の招待の席への出
席とは違います。その時に合わせて「服装」を替える
ように私達は言葉を着替えるのです。
　敬語はたとえ同じ人が相手でも場面が変われば変
わるのは当然です。例えば、社長とオフィスで話し合
っている時には相当の敬語が必要でしょう。しかし
一緒にスポーツをやり、汗を流している時、「社長、ど
うですか、オレの方が強いでしょ」ぐらいが結構雰囲
気に合っているのではないでしょうか。
　頭で分かっていても上手に遣うのは未だ難しいで
す。しかし、とても大切なことですから、これからも
精一杯頑張りたいと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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　本日は卓話有難うございます。　　市川（洋）君
�・５／３・４、Ｂ級グルメ王決定戦「すいーとん」で参加します。
　 多くのＲＣメンバーの方 に々ご出席頂けると幸いです。新井君�
・安養寺開山堂が落慶致しました。　田辺君�
・誕生日祝、有難うございました。　大附君�
・馬齢を重ねて７０を過ぎました。　 丸山君�
・野田の円照寺のお祭りにお出かけ下さい。服部君�
・遅刻。　　　　　　　　　　　  吉田（行）君�
・早退。　　　　　　　  細田（伴）君、服部君�
本日計１８，０００円、累計額１，０７１，１４６円。
◎１２日例会当番は増島会員、間邉会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　  市川（洋）米山奨学委員
　昨年１２／３、中里（昌）パスト会長、吉島副会長、私が
審査員として出席。中里（昌）会員の素晴らしい審査報
告に大学側も感動していました。昨年より「最優秀賞」
は「飯能ロータリークラブ賞」に改称されました。

■中国の５つ星ホテルでフロントの
仕事をやっていた時、日本人観光客
が結構居たので、日本語が出来たら
良いなと思って日本に来ました。

　漢字はどこから来たか。中
国です。では日本で生まれた
漢字が他の国へ行っているこ
とを知っていますか。それは
中国です。
　中国新聞の記事によると、

明治時代、日本に沢山の科学技術や文化が西洋から
入って来ました。そして日本人はそれらを漢字に置
き換えて表現した。その漢字が１９世紀後半、当時日
本にいた約６万人の中国人留学生によって中国に渡
りました。中国が日本から取り入れた漢語は「和製漢
語」と言われています。現代中国でよく使われる「農
民」「民族」「都市」等。歴史的には昔から今まで、中国
語の外来語は大部分がサンスクリット語、ペルシャ語、
日本語から来たようです。それらの１０分の１は日
本語で、社会科学と自然科学の単語が７０％を占め
ています。つまり中国は日本から来た漢語を通して
世界を見ることが出来た。もし日本人がそれらの単
語を作らなければ、そして中国に入って来なければ
今の中国はどうなっていたか。想像出来ません。
　私は以前、漢字は全て中国で生まれたものだと思
っていました。しかし、そうではないと知って驚く
と同時に嬉しかった。自分の常識が覆り新しい発見
があったからです。昔の人が漢字を通してお互いの
国を見て更に新しい世界を見たように、私達も同じ
ように身近な漢字を通してもっとお互いのことを知
ることが出来るのではないでしょうか。
　留学生のラマイさん、周さん。日本の漢字を勉強
する時に、その背景を知ると勉強がもっと面白くな
りますよ。飯能ＲＣの皆さん。中国の漢字を通して、
もっと私達のことを知って下さい。

■留学のきっかけは３０年前に日本に
留学したことのある祖父。今は大連
の外国語の教授。大連では日本のこ
とをいろいろ聞きました。日本語の
中で一番好きな言葉は「継続は力なり」。
一番好きではないのは「しょうがない」。

「日本語を勉強する時、一番
難しいところは？」と留学生
に聞いてみると８割は「敬語」。

日本人でも難しいと思っている人は多いそうです。
正しい敬語を使ったら相手に良い印象を与えるでし
ょうし、逆に間違ったら良くない印象を与えてしまう。
バイト先で電話に出て大きな間違いをしました。「店
長さん、いらっしゃいますか」と聞いたので自信を持
って大きな声で「いらっしゃいます」。その時、店内の
お客さんの目は全て私の方に向きました。「しまった、
言い間違えた」と気付いて顔が真っ赤になりました。
　私が理解している敬語というのは「服装」のような
もの。一年中、ＧパンとＴシャツの人でも、まさか結
婚式まで同じということはないでしょう。大抵の人
は「服装」を替えることで気分を変えます。仕事着と
遊び着、ちょっとした外出と公式の招待の席への出
席とは違います。その時に合わせて「服装」を替える
ように私達は言葉を着替えるのです。
　敬語はたとえ同じ人が相手でも場面が変われば変
わるのは当然です。例えば、社長とオフィスで話し合
っている時には相当の敬語が必要でしょう。しかし
一緒にスポーツをやり、汗を流している時、「社長、ど
うですか、オレの方が強いでしょ」ぐらいが結構雰囲
気に合っているのではないでしょうか。
　頭で分かっていても上手に遣うのは未だ難しいで
す。しかし、とても大切なことですから、これからも
精一杯頑張りたいと思います。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。
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ロータリーの未来は  あなたの手の中に

ジョン・ケニー

ロータリー雑誌月間

今 を 大 事 に

木 川 一 男 今年度  会報・広報担当：山　　川　　荘　太　朗

土 屋 良 一小谷野正弘吉 澤 文 男

加 藤 玄 静

例会場：マロウドイン飯能
☎（042）974―4000

〒357―0021飯能市双柳105―8

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

外国人留学生日本語コンテスト入選者スピーチ

（中国遼寧省大連市出身／経済学部２年）

引率者：駿河台大学学生部国際交流課　高塚美保子様 ※都合で次週の例会案内は省略。

飯能ロータリークラブ賞

２００９年度 日本語スピーチコンテスト

「漢字から学んだ世界の見方」

徐  鉄峰様ジョ テツホウ

（中国遼寧省瀋陽市出身／経済学部４年）

健闘賞「日本語の敬語」

周  大亮様シュウ ダイリョウ


