
・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・ビジター（入間）石川嘉彦パストガバナー�

　　　　　　　　　宮崎正文出席委員長

　　　　　　　　　吉永章子様　繁田  光様

　　　　　　　　　晝間和弘様　間野  尚様

　　　　　　　　　豊田義継様　

・卓　話　駿河台大学留学生日本語スピーチ

　　　　　コンテスト　入賞者３名様

　　　　　（引率者）高塚美保子様�

【会長報告】

「春来つつあり万感といふ言葉」（清水径子）、

「春めくと梯子の上で父が言ふ」（菖蒲あや）。

立春の時期の俳句をご紹介しました。

【幹事報告】

・３／１２第２回社会奉仕部門セミナーには会

　長、平沼リーダー、大木委員長が出席。�

・４／２・３地区大会。３（日）本会議です。�

・３／１４日高ＲＣ主催ゴルフ大会、当クラブ

　より５名が参加。�

・２／１９出前研修会四大奉仕分科会、幹事お

　よび３年未満の会員、計７名が出席。�

・奄美豪雨災害見舞金に２７３０地区より礼状。

�・ＩＭ昼食メニューは〈３番〉に決定します。�

◎ 例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・３／８（火）   振替休会　３／５（土）ＩＭ�

・３／２９（火）移動例会　花見会�

・４／１２（火）振替休会　地区大会参加�

◇日高ＲＣ�

・３／１（火）　３／５（土）ＩＭに振替�

・３／１５（火）３／１４（月）に振替 青少年健全育成

　支援チャリティーゴルフ大会　高麗川ＣＣ�

・３／２２（火）３／２３（水） 飯能ＲＣ合同例会

　　　　　  ヘリテイジ飯能　１８時点鐘�

・３／２９（火）例会取消（定款による）�

・４／５（火）   移動例会　観桜会�

・４／１２（火）例会日変更　地区大会参加�

◇入間南ＲＣ�

・３／１（火）   例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・３／８（火）   ３／５（土）ＩＭ�に振替�

・３／１５（火）３／１９（土）加治丘陵清掃に振替�

・３／２９（火）花見家族会　鶯啼庵（八王子）�

・４／５（火）   地区大会に振替�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈�

◎（入間）石川嘉彦パストガバナーご挨拶�

ＩＭ、地区大会、ニューオリンズ国際大会に

奮ってご参加頂けますようお願い致します。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　３／２３飯能日高合同夜間例会はヘリテイジ・

リゾーツ飯能、１８時点鐘。奮ってのご参加を

お願いしたいと思います。高山祭と併せて出

欠をご提出下さい。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

２／８（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇喜寿おめでとう。　細田吉春君（２／５）�

◇金婚式おめでとう。江澤和男君（２／３）�

◇入会記念日おめでとう。�

　齋藤君、大附君、江澤君、馬場君、矢島（高）君

　大野君、細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう。�

　江澤君、市川（昭）君、小崎君、大木君、齋藤君

◇会員誕生日おめでとう。�

　５細田（吉）君、６小久保君、８増島君

  １１細田（伴）君、２２小崎君、２８矢島（高）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１木川夫人、２０細田（吉）夫人、川口夫人

　２２橋本夫人、２４小川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・入間ＲＣで本日はお世話になります。�

　　　　　　　　　　石川嘉彦様、他６名様

・久し振りにお邪魔しました。豊田君入会には

　ご支援を頂き有難うございます。石川嘉彦様�

・石川パストガバナー、宮崎出席委員長を始め

　入間ＲＣの皆様ご来訪有難うございます。�

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　神田（康）君、山川君、新井君、中里（昌）君

　　　  矢島（巌）君、北田君、間邉君、小崎君

　　　　  市川（洋）君、吉田（健）君、細田（伴）君

・駿大生の皆さん、よろしくお願いします。

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　　　　　　　　　中里（昌）君、市川（洋）君�

・皆様のご指導と友情を頂き、お蔭様で喜寿

　を迎えられました。これからも宜しくお願

　い申し上げます。　　　　　　  細田（吉）君�

・２３年目となりました。入会記念有難うご

　ざいます。　　　　　　　　　　　大附君�

・入会２２年、よろしくお願い致します。家

　内誕生日祝、有難うございました。木川君�

・お蔭様で７年が過ぎました。　　　馬場君�

・結婚記念、有難う。　　　齋藤君、小崎君�

・入会記念、有難う。　  齋藤君、矢島（高）君�

・誕生日祝、有難う。

　細田（伴）君、矢島（高）君、小久保君、小崎君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　橋本君、小川君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計８７，０００円、累計額１，０４７，６２２円。

◎１６日例会当番は高橋会員、土屋（崇）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  吉田（健）国際奉仕委員長

　石井道夫パスト会長、大河原康行会員と３

名で委員会を運営しています。今回、コンテ

ストは当委員会と社会奉仕委員会との共同事

業です。本日は駿河台大学学生部国際交流課

の高塚美保子様にご引率頂きました。

高塚様　本学には私費外国人留学生１５０名、

交換留学生１０名程度が毎年在籍。ラマイさん

も無事４年生を終える事が出来ると思います。

ご支援誠に有難うございます。本日はスピー

チ３名と、ラマイさんにも発表をしてもらい

ます。毎年１２月に行っております当コンテ

スト、今年のエントリーは１７名でした。

キム君　「第二のふるさと　新潟」
　韓国に居た時は多くの

人に聞かれました。「日本

に留学に行く理由は何故

なのか」。また、日本に

来てからも多くの人に質

問され、「日本に留学しに

来るきっかけは何なのか」。

さまざまな理由がありま

すが、最初に戻って「何故

日本なのか」という質問に対しての答えを話

したいと思います。

　１０年前、ボーイスカウトだった私は、当時

の日本の小渕首相と韓国のキム・デジュン大

統領の青少年交流プログラムの対象者に選ば

れ、１０日間、新潟でホームステイをしました。

私にとって初の海外体験であり、初めて経験

する日本でした。新潟県豊栄市早通（ハヤドオ

リ）に着いた時は、ホームステイの主であるア

ベさんと彼の家族が「ようこそ、いらっしゃい」

というハングルの垂れ幕を持っていました。

このように私を出迎えてくれた早通の初印象

は、とってもあったかく見えました。村の住民

が２００人余りの早通は、私が着いた日に、ほと

んどの住民がある会館に集まり盛大な宴会を

準備してくれました。おばちゃんから子ども

達まで皆集まって本当に楽しい時間を過ごし

ました。自己紹介をした時は『エヴァンゲリ

オン』の歌も歌いました。そして、アベさん

の家に泊まった時は多くの人々が自分の大切

な物をプレゼントしてくれたりしました。

　また、あるおじさんは地元の遺跡を見せる

ためにあちこちの遺跡を見せに連れて行って

くれたりしました。ある日は近くの森で市民

皆と一緒にキャンプをしました。日本語をほ

とんど知らなかった私は日本の友達と一緒に

例えばマンガ本を見て笑ったり、夜はいたず

らをしたりしました。

　しかし本当に不思議だったのは、日本語が

出来なかったのにもかかわらず早通の人々と

何となく一緒に笑う事が出来た事でした。ま

た、別れる時は多くの人がお見送りに来て、

一緒に泣いたりもしました。別れが余りにも

惜しかった私は「いつまでも忘れない」と言っ

て「必ずまた早通に来る」と約束もしました。

　やっぱり外国人にとって、日本人は本音と

建前が異なっているという先入観があります。

当時の私は先入観というのが全然知らなかっ

た学生でした。今思えば先入観なしに彼等に

接したので、彼等はまた、私にあったかく接し

てくれたのではないか。そして、むしろ、先入

観があったら人々の関わりに邪魔になるので

はないかという気がしました。

　従って、私にとって日本は、本音と建前が違

うのではなく、お互いに一緒に笑ったり、お別

れの時は涙を流す、ものすごくあったかい、ふ

るさとのようなところでした。それから、早

通の人々が私を歓迎してくれた姿、そのあっ

たかくて熱い姿のために「ああ、いつかこの

場所にもう一度戻りたい。その時はもっと素

敵な姿に」という決心をしました。それで日

本語を学びたいと思うようになりました。

　日本に来て今、この場に立っています。ただ

“第二のふるさと” 新潟早通のためにです。

　以上です。ご清聴有難うございます。

　

シンさん　「留学生活について」
「留学生活は大変だよ」

っていう話はよく耳にし

ていました。やはり留学

してみて、自分が思いも

していなかった事がたく

さんあったので、本当に

大変だと実感しました。

　留学というのは自分が

生まれ育った国と違う異

国に行って勉強する事です。異国なので言葉

はもちろんのこと、食べ物、挨拶、文化、習

慣、住まい等々、それぞれが、それまで自分

が慣れ親しんだものとは違います。

　私は日本に来て最初にびっくりした事は、

ラーメン屋に行った時の事です。隣のお客さ

んがラーメンと餃子を一緒に食べていました。

私の国ではあり得ない事です。何故ならば私

の国ではラーメンと餃子は両方とも主食にな

るので、餃子をおつまみとしては食べないの

です。これはやはり文化の違いだと思います。

そして、日本の食事は今まで私が食べ続けて

来たものと違うので中々口に合いませんでし

た。それで私は毎日自分で料理を作りました。

しかし、日本で生活をし続けているうちに、

臭いさえ嫌だと思っていた納豆もいつしか大

好きになり、他の食べ物もだんだん食べられ

るようになりました。

　また、生活するのに欠く事の出来ないのは

コミュニケーションなのに、日本語が話せな

くて、日本人と交流出来ず、とても困りました。

特に、アルバイト先で日本語が理解出来なくて、

上司に叱られた事もお客さんに怒られた事も

ありました。それで私は家に帰るとテレビを

見ながら日本語を勉強したり電車の中でも周

りの人々の会話を聴きながら日本語を覚えた

りしました。もちろん学校でも一生懸命日本

語の勉強に励みました。その結果、3か月で

日本語が日常会話程度話せるようになりまし

た。もちろん先生方と両親の支えがあったか

らこそ、もっと強い自分になれたと思います。

　私は昨年４月に大学３年に編入し、卒業後

は日本で就職したいと思っています。それに

向けて昨年から就職活動を始めました。しか

し、現在、不況の影響で日本の就職率は日本人

でも６８％位だと言われています。ましてや

留学生の就職はもっと難しいことでしょう。

　しかし私は諦めないで最後の最後まで頑張

って走り続けたいと思います。そして後悔の

ない留学生活を送りたいです。これからもい

ろいろ大変な事に遭うでしょう。しかし、逃

げないで現実とぶつかりながら自分を磨いて

いきたいと思います。

　以上でスピーチを終わらせて頂きます。ご

清聴有難うございました。

ラマイさん　「ラオスのお正月について」
　写真を用意して来まし

た。ラオス語でお正月は

“ビーマイラオ”と言いま

す。太陽暦によって毎年

４月の中旬、１４～１６日

に当たります。最初の日が日本で言うと大晦

日、２日目は新しい年との間の日、そして３日

目は元日になります。お正月には家族、友だ

ち達が連れ立ってお寺に行きます。仏像に水

を掛けて清めます。そのお水はただのお水で

はなく、花びらとか香水が入ったとても綺麗

なお水です。そして人々にもお互いに水を掛

け合います。ラオスでは一年で一番暑いのが

４月なので水を掛けたりしてとても楽しいで

す。そして、各家庭で親戚、友人、近所の人々

を招待して儀式を行い健康と繁栄を祈ります。

“ハークワン”と呼ばれる、円錐形の本体に花や、

竹ひごに結び付けられた木綿の糸等が飾られ

たもの、その周りに、お供え物はゆで卵、リンゴ、

もち米、ラオスのお酒等が並びます。儀式に参

加する人達がハークワンの周りに座ってハー

クワンから出ている木綿の糸を手にします。

僧侶が参加者の幸福と繁栄を願う読経を唱え

参加者はそのままで合掌をしながら読経を聴

きます。読経が終わるとハークワンに飾られ

ている木綿の糸を取り外し、お互いの健康と

繁栄を願って参加者同士でお互いの手首に結

び合ったりします。色は黄色、白、赤と、いっぱ

いあります。結んでもらった糸は大体３日間

は外してはいけません。結んでもらった時に

祈りを込められているので、ある人は自然に

切れるまでそのままに残します。日本では正

月におせち料理を食べますよね。ラオスでは

おせちは決まってないですが、大体皆がいい

意味を持っている料理を食べます。“カオプン”

は素麺と同じで麺が長いのでこれを食べたら

寿命が長くなります。“ラープ”は挽肉のサラダ。

ラープには「幸福」という意味がありますので

一年中幸運があるようにと食べます。

　以上です。ご清聴有難うございます。飯能ロータリークラブ会報

雪のち晴

当 番 塩野君、土屋（良）君

地域を育み、大陸をつなぐ

世 界 理 解 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５７名 ５２名６名 ９２．９８％ ８０．７０％

優秀賞 キム・ドンミョンセ Kim Dongmyungse

（韓国／ヨンセ大学交換留学生）�

飯能ロータリークラブ賞

シン・シュンラン

健闘賞 クルテウ・グトマノワ・ヤナ

（中国／経済学部経済経営学科３年）

Shen Chunlan

Kurtev Guttmannova, Jana
（ドイツ／ミュンヘン大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

第２４２７　例会
２月２３日（４、水）
当番　吉田（健）君、矢島（巌）君

親睦活動委員会

卓話「日本三大曳山祭の一つ
　　　  高山祭とは」

入間RCの皆様と半田会長入間RCの皆様と半田会長

＊健闘賞のスピーチは受賞者の意向により掲載を控えさ

　せて頂きました。
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◇入間南ＲＣ�

・３／１（火）   例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・３／８（火）   ３／５（土）ＩＭ�に振替�

・３／１５（火）３／１９（土）加治丘陵清掃に振替�

・３／２９（火）花見家族会　鶯啼庵（八王子）�

・４／５（火）   地区大会に振替�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈�

◎（入間）石川嘉彦パストガバナーご挨拶�

ＩＭ、地区大会、ニューオリンズ国際大会に

奮ってご参加頂けますようお願い致します。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　３／２３飯能日高合同夜間例会はヘリテイジ・

リゾーツ飯能、１８時点鐘。奮ってのご参加を

お願いしたいと思います。高山祭と併せて出

欠をご提出下さい。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

２／８（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇喜寿おめでとう。　細田吉春君（２／５）�

◇金婚式おめでとう。江澤和男君（２／３）�

◇入会記念日おめでとう。�

　齋藤君、大附君、江澤君、馬場君、矢島（高）君

　大野君、細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう。�

　江澤君、市川（昭）君、小崎君、大木君、齋藤君

◇会員誕生日おめでとう。�

　５細田（吉）君、６小久保君、８増島君

  １１細田（伴）君、２２小崎君、２８矢島（高）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１木川夫人、２０細田（吉）夫人、川口夫人

　２２橋本夫人、２４小川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・入間ＲＣで本日はお世話になります。�

　　　　　　　　　　石川嘉彦様、他６名様

・久し振りにお邪魔しました。豊田君入会には

　ご支援を頂き有難うございます。石川嘉彦様�

・石川パストガバナー、宮崎出席委員長を始め

　入間ＲＣの皆様ご来訪有難うございます。�

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　神田（康）君、山川君、新井君、中里（昌）君

　　　  矢島（巌）君、北田君、間邉君、小崎君

　　　　  市川（洋）君、吉田（健）君、細田（伴）君

・駿大生の皆さん、よろしくお願いします。

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　　　　　　　　　中里（昌）君、市川（洋）君�

・皆様のご指導と友情を頂き、お蔭様で喜寿

　を迎えられました。これからも宜しくお願

　い申し上げます。　　　　　　  細田（吉）君�

・２３年目となりました。入会記念有難うご

　ざいます。　　　　　　　　　　　大附君�

・入会２２年、よろしくお願い致します。家

　内誕生日祝、有難うございました。木川君�

・お蔭様で７年が過ぎました。　　　馬場君�

・結婚記念、有難う。　　　齋藤君、小崎君�

・入会記念、有難う。　  齋藤君、矢島（高）君�

・誕生日祝、有難う。

　細田（伴）君、矢島（高）君、小久保君、小崎君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　橋本君、小川君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計８７，０００円、累計額１，０４７，６２２円。

◎１６日例会当番は高橋会員、土屋（崇）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  吉田（健）国際奉仕委員長

　石井道夫パスト会長、大河原康行会員と３

名で委員会を運営しています。今回、コンテ

ストは当委員会と社会奉仕委員会との共同事

業です。本日は駿河台大学学生部国際交流課

の高塚美保子様にご引率頂きました。

高塚様　本学には私費外国人留学生１５０名、

交換留学生１０名程度が毎年在籍。ラマイさん

も無事４年生を終える事が出来ると思います。

ご支援誠に有難うございます。本日はスピー

チ３名と、ラマイさんにも発表をしてもらい

ます。毎年１２月に行っております当コンテ

スト、今年のエントリーは１７名でした。

キム君　「第二のふるさと　新潟」
　韓国に居た時は多くの

人に聞かれました。「日本

に留学に行く理由は何故

なのか」。また、日本に

来てからも多くの人に質

問され、「日本に留学しに

来るきっかけは何なのか」。

さまざまな理由がありま

すが、最初に戻って「何故

日本なのか」という質問に対しての答えを話

したいと思います。

　１０年前、ボーイスカウトだった私は、当時

の日本の小渕首相と韓国のキム・デジュン大

統領の青少年交流プログラムの対象者に選ば

れ、１０日間、新潟でホームステイをしました。

私にとって初の海外体験であり、初めて経験

する日本でした。新潟県豊栄市早通（ハヤドオ

リ）に着いた時は、ホームステイの主であるア

ベさんと彼の家族が「ようこそ、いらっしゃい」

というハングルの垂れ幕を持っていました。

このように私を出迎えてくれた早通の初印象

は、とってもあったかく見えました。村の住民

が２００人余りの早通は、私が着いた日に、ほと

んどの住民がある会館に集まり盛大な宴会を

準備してくれました。おばちゃんから子ども

達まで皆集まって本当に楽しい時間を過ごし

ました。自己紹介をした時は『エヴァンゲリ

オン』の歌も歌いました。そして、アベさん

の家に泊まった時は多くの人々が自分の大切

な物をプレゼントしてくれたりしました。

　また、あるおじさんは地元の遺跡を見せる

ためにあちこちの遺跡を見せに連れて行って

くれたりしました。ある日は近くの森で市民

皆と一緒にキャンプをしました。日本語をほ

とんど知らなかった私は日本の友達と一緒に

例えばマンガ本を見て笑ったり、夜はいたず

らをしたりしました。

　しかし本当に不思議だったのは、日本語が

出来なかったのにもかかわらず早通の人々と

何となく一緒に笑う事が出来た事でした。ま

た、別れる時は多くの人がお見送りに来て、

一緒に泣いたりもしました。別れが余りにも

惜しかった私は「いつまでも忘れない」と言っ

て「必ずまた早通に来る」と約束もしました。

　やっぱり外国人にとって、日本人は本音と

建前が異なっているという先入観があります。

当時の私は先入観というのが全然知らなかっ

た学生でした。今思えば先入観なしに彼等に

接したので、彼等はまた、私にあったかく接し

てくれたのではないか。そして、むしろ、先入

観があったら人々の関わりに邪魔になるので

はないかという気がしました。

　従って、私にとって日本は、本音と建前が違

うのではなく、お互いに一緒に笑ったり、お別

れの時は涙を流す、ものすごくあったかい、ふ

るさとのようなところでした。それから、早

通の人々が私を歓迎してくれた姿、そのあっ

たかくて熱い姿のために「ああ、いつかこの

場所にもう一度戻りたい。その時はもっと素

敵な姿に」という決心をしました。それで日

本語を学びたいと思うようになりました。

　日本に来て今、この場に立っています。ただ

“第二のふるさと” 新潟早通のためにです。

　以上です。ご清聴有難うございます。

　

シンさん　「留学生活について」
「留学生活は大変だよ」

っていう話はよく耳にし

ていました。やはり留学

してみて、自分が思いも

していなかった事がたく

さんあったので、本当に

大変だと実感しました。

　留学というのは自分が

生まれ育った国と違う異

国に行って勉強する事です。異国なので言葉

はもちろんのこと、食べ物、挨拶、文化、習

慣、住まい等々、それぞれが、それまで自分

が慣れ親しんだものとは違います。

　私は日本に来て最初にびっくりした事は、

ラーメン屋に行った時の事です。隣のお客さ

んがラーメンと餃子を一緒に食べていました。

私の国ではあり得ない事です。何故ならば私

の国ではラーメンと餃子は両方とも主食にな

るので、餃子をおつまみとしては食べないの

です。これはやはり文化の違いだと思います。

そして、日本の食事は今まで私が食べ続けて

来たものと違うので中々口に合いませんでし

た。それで私は毎日自分で料理を作りました。

しかし、日本で生活をし続けているうちに、

臭いさえ嫌だと思っていた納豆もいつしか大

好きになり、他の食べ物もだんだん食べられ

るようになりました。

　また、生活するのに欠く事の出来ないのは

コミュニケーションなのに、日本語が話せな

くて、日本人と交流出来ず、とても困りました。

特に、アルバイト先で日本語が理解出来なくて、

上司に叱られた事もお客さんに怒られた事も

ありました。それで私は家に帰るとテレビを

見ながら日本語を勉強したり電車の中でも周

りの人々の会話を聴きながら日本語を覚えた

りしました。もちろん学校でも一生懸命日本

語の勉強に励みました。その結果、3か月で

日本語が日常会話程度話せるようになりまし

た。もちろん先生方と両親の支えがあったか

らこそ、もっと強い自分になれたと思います。

　私は昨年４月に大学３年に編入し、卒業後

は日本で就職したいと思っています。それに

向けて昨年から就職活動を始めました。しか

し、現在、不況の影響で日本の就職率は日本人

でも６８％位だと言われています。ましてや

留学生の就職はもっと難しいことでしょう。

　しかし私は諦めないで最後の最後まで頑張

って走り続けたいと思います。そして後悔の

ない留学生活を送りたいです。これからもい

ろいろ大変な事に遭うでしょう。しかし、逃

げないで現実とぶつかりながら自分を磨いて

いきたいと思います。

　以上でスピーチを終わらせて頂きます。ご

清聴有難うございました。

ラマイさん　「ラオスのお正月について」
　写真を用意して来まし

た。ラオス語でお正月は

“ビーマイラオ”と言いま

す。太陽暦によって毎年

４月の中旬、１４～１６日

に当たります。最初の日が日本で言うと大晦

日、２日目は新しい年との間の日、そして３日

目は元日になります。お正月には家族、友だ

ち達が連れ立ってお寺に行きます。仏像に水

を掛けて清めます。そのお水はただのお水で

はなく、花びらとか香水が入ったとても綺麗

なお水です。そして人々にもお互いに水を掛

け合います。ラオスでは一年で一番暑いのが

４月なので水を掛けたりしてとても楽しいで

す。そして、各家庭で親戚、友人、近所の人々

を招待して儀式を行い健康と繁栄を祈ります。

“ハークワン”と呼ばれる、円錐形の本体に花や、

竹ひごに結び付けられた木綿の糸等が飾られ

たもの、その周りに、お供え物はゆで卵、リンゴ、

もち米、ラオスのお酒等が並びます。儀式に参

加する人達がハークワンの周りに座ってハー

クワンから出ている木綿の糸を手にします。

僧侶が参加者の幸福と繁栄を願う読経を唱え

参加者はそのままで合掌をしながら読経を聴

きます。読経が終わるとハークワンに飾られ

ている木綿の糸を取り外し、お互いの健康と

繁栄を願って参加者同士でお互いの手首に結

び合ったりします。色は黄色、白、赤と、いっぱ

いあります。結んでもらった糸は大体３日間

は外してはいけません。結んでもらった時に

祈りを込められているので、ある人は自然に

切れるまでそのままに残します。日本では正

月におせち料理を食べますよね。ラオスでは

おせちは決まってないですが、大体皆がいい

意味を持っている料理を食べます。“カオプン”

は素麺と同じで麺が長いのでこれを食べたら

寿命が長くなります。“ラープ”は挽肉のサラダ。

ラープには「幸福」という意味がありますので

一年中幸運があるようにと食べます。

　以上です。ご清聴有難うございます。飯能ロータリークラブ会報

雪のち晴

当 番 塩野君、土屋（良）君

地域を育み、大陸をつなぐ

世 界 理 解 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

優秀賞 キム・ドンミョンセ
（韓国／ヨンセ大学交換留学生）�

飯能ロータリークラブ賞

シン・シュンラン

健闘賞 クルテウ・グトマノワ・ヤナ

（中国／経済学部経済経営学科３年）

（ドイツ／ミュンヘン大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

第２４２７　例会
２月２３日（４、水）
当番　吉田（健）君、矢島（巌）君

親睦活動委員会

卓話「日本三大曳山祭の一つ
　　　  高山祭とは」

入間RCの皆様と半田会長入間RCの皆様と半田会長

＊健闘賞のスピーチは受賞者の意向により掲載を控えさ

　せて頂きました。



・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・ビジター（入間）石川嘉彦パストガバナー�

　　　　　　　　　宮崎正文出席委員長

　　　　　　　　　吉永章子様　繁田  光様

　　　　　　　　　晝間和弘様　間野  尚様

　　　　　　　　　豊田義継様　

・卓　話　駿河台大学留学生日本語スピーチ

　　　　　コンテスト　入賞者３名様

　　　　　（引率者）高塚美保子様�

【会長報告】

「春来つつあり万感といふ言葉」（清水径子）、

「春めくと梯子の上で父が言ふ」（菖蒲あや）。

立春の時期の俳句をご紹介しました。

【幹事報告】

・３／１２第２回社会奉仕部門セミナーには会

　長、平沼リーダー、大木委員長が出席。�

・４／２・３地区大会。３（日）本会議です。�

・３／１４日高ＲＣ主催ゴルフ大会、当クラブ

　より５名が参加。�

・２／１９出前研修会四大奉仕分科会、幹事お

　よび３年未満の会員、計７名が出席。�

・奄美豪雨災害見舞金に２７３０地区より礼状。

�・ＩＭ昼食メニューは〈３番〉に決定します。�

◎ 例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・３／８（火）   振替休会　３／５（土）ＩＭ�

・３／２９（火）移動例会　花見会�

・４／１２（火）振替休会　地区大会参加�

◇日高ＲＣ�

・３／１（火）　３／５（土）ＩＭに振替�

・３／１５（火）３／１４（月）に振替 青少年健全育成

　支援チャリティーゴルフ大会　高麗川ＣＣ�

・３／２２（火）３／２３（水） 飯能ＲＣ合同例会

　　　　　  ヘリテイジ飯能　１８時点鐘�

・３／２９（火）例会取消（定款による）�

・４／５（火）   移動例会　観桜会�

・４／１２（火）例会日変更　地区大会参加�

◇入間南ＲＣ�

・３／１（火）   例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・３／８（火）   ３／５（土）ＩＭ�に振替�

・３／１５（火）３／１９（土）加治丘陵清掃に振替�

・３／２９（火）花見家族会　鶯啼庵（八王子）�

・４／５（火）   地区大会に振替�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈�

◎（入間）石川嘉彦パストガバナーご挨拶�

ＩＭ、地区大会、ニューオリンズ国際大会に

奮ってご参加頂けますようお願い致します。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　３／２３飯能日高合同夜間例会はヘリテイジ・

リゾーツ飯能、１８時点鐘。奮ってのご参加を

お願いしたいと思います。高山祭と併せて出

欠をご提出下さい。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

２／８（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇喜寿おめでとう。　細田吉春君（２／５）�

◇金婚式おめでとう。江澤和男君（２／３）�

◇入会記念日おめでとう。�

　齋藤君、大附君、江澤君、馬場君、矢島（高）君

　大野君、細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう。�

　江澤君、市川（昭）君、小崎君、大木君、齋藤君

◇会員誕生日おめでとう。�

　５細田（吉）君、６小久保君、８増島君

  １１細田（伴）君、２２小崎君、２８矢島（高）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１木川夫人、２０細田（吉）夫人、川口夫人

　２２橋本夫人、２４小川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・入間ＲＣで本日はお世話になります。�

　　　　　　　　　　石川嘉彦様、他６名様

・久し振りにお邪魔しました。豊田君入会には

　ご支援を頂き有難うございます。石川嘉彦様�

・石川パストガバナー、宮崎出席委員長を始め

　入間ＲＣの皆様ご来訪有難うございます。�

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　神田（康）君、山川君、新井君、中里（昌）君

　　　  矢島（巌）君、北田君、間邉君、小崎君

　　　　  市川（洋）君、吉田（健）君、細田（伴）君

・駿大生の皆さん、よろしくお願いします。

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　　　　　　　　　中里（昌）君、市川（洋）君�

・皆様のご指導と友情を頂き、お蔭様で喜寿

　を迎えられました。これからも宜しくお願

　い申し上げます。　　　　　　  細田（吉）君�

・２３年目となりました。入会記念有難うご

　ざいます。　　　　　　　　　　　大附君�

・入会２２年、よろしくお願い致します。家

　内誕生日祝、有難うございました。木川君�

・お蔭様で７年が過ぎました。　　　馬場君�

・結婚記念、有難う。　　　齋藤君、小崎君�

・入会記念、有難う。　  齋藤君、矢島（高）君�

・誕生日祝、有難う。

　細田（伴）君、矢島（高）君、小久保君、小崎君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　橋本君、小川君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計８７，０００円、累計額１，０４７，６２２円。

◎１６日例会当番は高橋会員、土屋（崇）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  吉田（健）国際奉仕委員長

　石井道夫パスト会長、大河原康行会員と３

名で委員会を運営しています。今回、コンテ

ストは当委員会と社会奉仕委員会との共同事

業です。本日は駿河台大学学生部国際交流課

の高塚美保子様にご引率頂きました。

高塚様　本学には私費外国人留学生１５０名、

交換留学生１０名程度が毎年在籍。ラマイさん

も無事４年生を終える事が出来ると思います。

ご支援誠に有難うございます。本日はスピー

チ３名と、ラマイさんにも発表をしてもらい

ます。毎年１２月に行っております当コンテ

スト、今年のエントリーは１７名でした。

キム君　「第二のふるさと　新潟」
　韓国に居た時は多くの

人に聞かれました。「日本

に留学に行く理由は何故

なのか」。また、日本に

来てからも多くの人に質

問され、「日本に留学しに

来るきっかけは何なのか」。

さまざまな理由がありま

すが、最初に戻って「何故

日本なのか」という質問に対しての答えを話

したいと思います。

　１０年前、ボーイスカウトだった私は、当時

の日本の小渕首相と韓国のキム・デジュン大

統領の青少年交流プログラムの対象者に選ば

れ、１０日間、新潟でホームステイをしました。

私にとって初の海外体験であり、初めて経験

する日本でした。新潟県豊栄市早通（ハヤドオ

リ）に着いた時は、ホームステイの主であるア

ベさんと彼の家族が「ようこそ、いらっしゃい」

というハングルの垂れ幕を持っていました。

このように私を出迎えてくれた早通の初印象

は、とってもあったかく見えました。村の住民

が２００人余りの早通は、私が着いた日に、ほと

んどの住民がある会館に集まり盛大な宴会を

準備してくれました。おばちゃんから子ども

達まで皆集まって本当に楽しい時間を過ごし

ました。自己紹介をした時は『エヴァンゲリ

オン』の歌も歌いました。そして、アベさん

の家に泊まった時は多くの人々が自分の大切

な物をプレゼントしてくれたりしました。

　また、あるおじさんは地元の遺跡を見せる

ためにあちこちの遺跡を見せに連れて行って

くれたりしました。ある日は近くの森で市民

皆と一緒にキャンプをしました。日本語をほ

とんど知らなかった私は日本の友達と一緒に

例えばマンガ本を見て笑ったり、夜はいたず

らをしたりしました。

　しかし本当に不思議だったのは、日本語が

出来なかったのにもかかわらず早通の人々と

何となく一緒に笑う事が出来た事でした。ま

た、別れる時は多くの人がお見送りに来て、

一緒に泣いたりもしました。別れが余りにも

惜しかった私は「いつまでも忘れない」と言っ

て「必ずまた早通に来る」と約束もしました。

　やっぱり外国人にとって、日本人は本音と

建前が異なっているという先入観があります。

当時の私は先入観というのが全然知らなかっ

た学生でした。今思えば先入観なしに彼等に

接したので、彼等はまた、私にあったかく接し

てくれたのではないか。そして、むしろ、先入

観があったら人々の関わりに邪魔になるので

はないかという気がしました。

　従って、私にとって日本は、本音と建前が違

うのではなく、お互いに一緒に笑ったり、お別

れの時は涙を流す、ものすごくあったかい、ふ

るさとのようなところでした。それから、早

通の人々が私を歓迎してくれた姿、そのあっ

たかくて熱い姿のために「ああ、いつかこの

場所にもう一度戻りたい。その時はもっと素

敵な姿に」という決心をしました。それで日

本語を学びたいと思うようになりました。

　日本に来て今、この場に立っています。ただ

“第二のふるさと” 新潟早通のためにです。

　以上です。ご清聴有難うございます。

　

シンさん　「留学生活について」
「留学生活は大変だよ」

っていう話はよく耳にし

ていました。やはり留学

してみて、自分が思いも

していなかった事がたく

さんあったので、本当に

大変だと実感しました。

　留学というのは自分が

生まれ育った国と違う異

国に行って勉強する事です。異国なので言葉

はもちろんのこと、食べ物、挨拶、文化、習

慣、住まい等々、それぞれが、それまで自分

が慣れ親しんだものとは違います。

　私は日本に来て最初にびっくりした事は、

ラーメン屋に行った時の事です。隣のお客さ

んがラーメンと餃子を一緒に食べていました。

私の国ではあり得ない事です。何故ならば私

の国ではラーメンと餃子は両方とも主食にな

るので、餃子をおつまみとしては食べないの

です。これはやはり文化の違いだと思います。

そして、日本の食事は今まで私が食べ続けて

来たものと違うので中々口に合いませんでし

た。それで私は毎日自分で料理を作りました。

しかし、日本で生活をし続けているうちに、

臭いさえ嫌だと思っていた納豆もいつしか大

好きになり、他の食べ物もだんだん食べられ

るようになりました。

　また、生活するのに欠く事の出来ないのは

コミュニケーションなのに、日本語が話せな

くて、日本人と交流出来ず、とても困りました。

特に、アルバイト先で日本語が理解出来なくて、

上司に叱られた事もお客さんに怒られた事も

ありました。それで私は家に帰るとテレビを

見ながら日本語を勉強したり電車の中でも周

りの人々の会話を聴きながら日本語を覚えた

りしました。もちろん学校でも一生懸命日本

語の勉強に励みました。その結果、3か月で

日本語が日常会話程度話せるようになりまし

た。もちろん先生方と両親の支えがあったか

らこそ、もっと強い自分になれたと思います。

　私は昨年４月に大学３年に編入し、卒業後

は日本で就職したいと思っています。それに

向けて昨年から就職活動を始めました。しか

し、現在、不況の影響で日本の就職率は日本人

でも６８％位だと言われています。ましてや

留学生の就職はもっと難しいことでしょう。

　しかし私は諦めないで最後の最後まで頑張

って走り続けたいと思います。そして後悔の

ない留学生活を送りたいです。これからもい

ろいろ大変な事に遭うでしょう。しかし、逃

げないで現実とぶつかりながら自分を磨いて

いきたいと思います。

　以上でスピーチを終わらせて頂きます。ご

清聴有難うございました。

ラマイさん　「ラオスのお正月について」
　写真を用意して来まし

た。ラオス語でお正月は

“ビーマイラオ”と言いま

す。太陽暦によって毎年

４月の中旬、１４～１６日

に当たります。最初の日が日本で言うと大晦

日、２日目は新しい年との間の日、そして３日

目は元日になります。お正月には家族、友だ

ち達が連れ立ってお寺に行きます。仏像に水

を掛けて清めます。そのお水はただのお水で

はなく、花びらとか香水が入ったとても綺麗

なお水です。そして人々にもお互いに水を掛

け合います。ラオスでは一年で一番暑いのが

４月なので水を掛けたりしてとても楽しいで

す。そして、各家庭で親戚、友人、近所の人々

を招待して儀式を行い健康と繁栄を祈ります。

“ハークワン”と呼ばれる、円錐形の本体に花や、

竹ひごに結び付けられた木綿の糸等が飾られ

たもの、その周りに、お供え物はゆで卵、リンゴ、

もち米、ラオスのお酒等が並びます。儀式に参

加する人達がハークワンの周りに座ってハー

クワンから出ている木綿の糸を手にします。

僧侶が参加者の幸福と繁栄を願う読経を唱え

参加者はそのままで合掌をしながら読経を聴

きます。読経が終わるとハークワンに飾られ

ている木綿の糸を取り外し、お互いの健康と

繁栄を願って参加者同士でお互いの手首に結

び合ったりします。色は黄色、白、赤と、いっぱ

いあります。結んでもらった糸は大体３日間

は外してはいけません。結んでもらった時に

祈りを込められているので、ある人は自然に

切れるまでそのままに残します。日本では正

月におせち料理を食べますよね。ラオスでは

おせちは決まってないですが、大体皆がいい

意味を持っている料理を食べます。“カオプン”

は素麺と同じで麺が長いのでこれを食べたら

寿命が長くなります。“ラープ”は挽肉のサラダ。

ラープには「幸福」という意味がありますので

一年中幸運があるようにと食べます。

　以上です。ご清聴有難うございます。飯能ロータリークラブ会報

雪のち晴

当 番 塩野君、土屋（良）君

地域を育み、大陸をつなぐ

世 界 理 解 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

優秀賞 キム・ドンミョンセ
（韓国／ヨンセ大学交換留学生）�

飯能ロータリークラブ賞

シン・シュンラン

健闘賞 クルテウ・グトマノワ・ヤナ

（中国／経済学部経済経営学科３年）

（ドイツ／ミュンヘン大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

第２４２７　例会
２月２３日（４、水）
当番　吉田（健）君、矢島（巌）君

親睦活動委員会

卓話「日本三大曳山祭の一つ
　　　  高山祭とは」

入間RCの皆様と半田会長入間RCの皆様と半田会長

＊健闘賞のスピーチは受賞者の意向により掲載を控えさ

　せて頂きました。



・点　鐘　半田会長

・ソング　我等のなりわい�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・ビジター（入間）石川嘉彦パストガバナー�

　　　　　　　　　宮崎正文出席委員長

　　　　　　　　　吉永章子様　繁田  光様

　　　　　　　　　晝間和弘様　間野  尚様

　　　　　　　　　豊田義継様　

・卓　話　駿河台大学留学生日本語スピーチ

　　　　　コンテスト　入賞者３名様

　　　　　（引率者）高塚美保子様�

【会長報告】

「春来つつあり万感といふ言葉」（清水径子）、

「春めくと梯子の上で父が言ふ」（菖蒲あや）。

立春の時期の俳句をご紹介しました。

【幹事報告】

・３／１２第２回社会奉仕部門セミナーには会

　長、平沼リーダー、大木委員長が出席。�

・４／２・３地区大会。３（日）本会議です。�

・３／１４日高ＲＣ主催ゴルフ大会、当クラブ

　より５名が参加。�

・２／１９出前研修会四大奉仕分科会、幹事お

　よび３年未満の会員、計７名が出席。�

・奄美豪雨災害見舞金に２７３０地区より礼状。

�・ＩＭ昼食メニューは〈３番〉に決定します。�

◎ 例会変更のお知らせ�

◇新所沢ＲＣ�

・３／８（火）   振替休会　３／５（土）ＩＭ�

・３／２９（火）移動例会　花見会�

・４／１２（火）振替休会　地区大会参加�

◇日高ＲＣ�

・３／１（火）　３／５（土）ＩＭに振替�

・３／１５（火）３／１４（月）に振替 青少年健全育成

　支援チャリティーゴルフ大会　高麗川ＣＣ�

・３／２２（火）３／２３（水） 飯能ＲＣ合同例会

　　　　　  ヘリテイジ飯能　１８時点鐘�

・３／２９（火）例会取消（定款による）�

・４／５（火）   移動例会　観桜会�

・４／１２（火）例会日変更　地区大会参加�

◇入間南ＲＣ�

・３／１（火）   例会取止（定款６―１―Ｃ）�

・３／８（火）   ３／５（土）ＩＭ�に振替�

・３／１５（火）３／１９（土）加治丘陵清掃に振替�

・３／２９（火）花見家族会　鶯啼庵（八王子）�

・４／５（火）   地区大会に振替�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈�

◎（入間）石川嘉彦パストガバナーご挨拶�

ＩＭ、地区大会、ニューオリンズ国際大会に

奮ってご参加頂けますようお願い致します。

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君

　３／２３飯能日高合同夜間例会はヘリテイジ・

リゾーツ飯能、１８時点鐘。奮ってのご参加を

お願いしたいと思います。高山祭と併せて出

欠をご提出下さい。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

２／８（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇喜寿おめでとう。　細田吉春君（２／５）�

◇金婚式おめでとう。江澤和男君（２／３）�

◇入会記念日おめでとう。�

　齋藤君、大附君、江澤君、馬場君、矢島（高）君

　大野君、細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう。�

　江澤君、市川（昭）君、小崎君、大木君、齋藤君

◇会員誕生日おめでとう。�

　５細田（吉）君、６小久保君、８増島君

  １１細田（伴）君、２２小崎君、２８矢島（高）君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　１木川夫人、２０細田（吉）夫人、川口夫人

　２２橋本夫人、２４小川夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・入間ＲＣで本日はお世話になります。�

　　　　　　　　　　石川嘉彦様、他６名様

・久し振りにお邪魔しました。豊田君入会には

　ご支援を頂き有難うございます。石川嘉彦様�

・石川パストガバナー、宮崎出席委員長を始め

　入間ＲＣの皆様ご来訪有難うございます。�

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　神田（康）君、山川君、新井君、中里（昌）君

　　　  矢島（巌）君、北田君、間邉君、小崎君

　　　　  市川（洋）君、吉田（健）君、細田（伴）君

・駿大生の皆さん、よろしくお願いします。

　半田君、安藤君、吉島君、和泉君、田辺君

　　　　　　　　　　中里（昌）君、市川（洋）君�

・皆様のご指導と友情を頂き、お蔭様で喜寿

　を迎えられました。これからも宜しくお願

　い申し上げます。　　　　　　  細田（吉）君�

・２３年目となりました。入会記念有難うご

　ざいます。　　　　　　　　　　　大附君�

・入会２２年、よろしくお願い致します。家

　内誕生日祝、有難うございました。木川君�

・お蔭様で７年が過ぎました。　　　馬場君�

・結婚記念、有難う。　　　齋藤君、小崎君�

・入会記念、有難う。　  齋藤君、矢島（高）君�

・誕生日祝、有難う。

　細田（伴）君、矢島（高）君、小久保君、小崎君�

・妻の誕生日祝、有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　橋本君、小川君�

・早退。　　　　　　　　　　　　　小川君�

本日計８７，０００円、累計額１，０４７，６２２円。

◎１６日例会当番は高橋会員、土屋（崇）会員です。

�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  吉田（健）国際奉仕委員長

　石井道夫パスト会長、大河原康行会員と３

名で委員会を運営しています。今回、コンテ

ストは当委員会と社会奉仕委員会との共同事

業です。本日は駿河台大学学生部国際交流課

の高塚美保子様にご引率頂きました。

高塚様　本学には私費外国人留学生１５０名、

交換留学生１０名程度が毎年在籍。ラマイさん

も無事４年生を終える事が出来ると思います。

ご支援誠に有難うございます。本日はスピー

チ３名と、ラマイさんにも発表をしてもらい

ます。毎年１２月に行っております当コンテ

スト、今年のエントリーは１７名でした。

キム君　「第二のふるさと　新潟」
　韓国に居た時は多くの

人に聞かれました。「日本

に留学に行く理由は何故

なのか」。また、日本に

来てからも多くの人に質

問され、「日本に留学しに

来るきっかけは何なのか」。

さまざまな理由がありま

すが、最初に戻って「何故

日本なのか」という質問に対しての答えを話

したいと思います。

　１０年前、ボーイスカウトだった私は、当時

の日本の小渕首相と韓国のキム・デジュン大

統領の青少年交流プログラムの対象者に選ば

れ、１０日間、新潟でホームステイをしました。

私にとって初の海外体験であり、初めて経験

する日本でした。新潟県豊栄市早通（ハヤドオ

リ）に着いた時は、ホームステイの主であるア

ベさんと彼の家族が「ようこそ、いらっしゃい」

というハングルの垂れ幕を持っていました。

このように私を出迎えてくれた早通の初印象

は、とってもあったかく見えました。村の住民

が２００人余りの早通は、私が着いた日に、ほと

んどの住民がある会館に集まり盛大な宴会を

準備してくれました。おばちゃんから子ども

達まで皆集まって本当に楽しい時間を過ごし

ました。自己紹介をした時は『エヴァンゲリ

オン』の歌も歌いました。そして、アベさん

の家に泊まった時は多くの人々が自分の大切

な物をプレゼントしてくれたりしました。

　また、あるおじさんは地元の遺跡を見せる

ためにあちこちの遺跡を見せに連れて行って

くれたりしました。ある日は近くの森で市民

皆と一緒にキャンプをしました。日本語をほ

とんど知らなかった私は日本の友達と一緒に

例えばマンガ本を見て笑ったり、夜はいたず

らをしたりしました。

　しかし本当に不思議だったのは、日本語が

出来なかったのにもかかわらず早通の人々と

何となく一緒に笑う事が出来た事でした。ま

た、別れる時は多くの人がお見送りに来て、

一緒に泣いたりもしました。別れが余りにも

惜しかった私は「いつまでも忘れない」と言っ

て「必ずまた早通に来る」と約束もしました。

　やっぱり外国人にとって、日本人は本音と

建前が異なっているという先入観があります。

当時の私は先入観というのが全然知らなかっ

た学生でした。今思えば先入観なしに彼等に

接したので、彼等はまた、私にあったかく接し

てくれたのではないか。そして、むしろ、先入

観があったら人々の関わりに邪魔になるので

はないかという気がしました。

　従って、私にとって日本は、本音と建前が違

うのではなく、お互いに一緒に笑ったり、お別

れの時は涙を流す、ものすごくあったかい、ふ

るさとのようなところでした。それから、早

通の人々が私を歓迎してくれた姿、そのあっ

たかくて熱い姿のために「ああ、いつかこの

場所にもう一度戻りたい。その時はもっと素

敵な姿に」という決心をしました。それで日

本語を学びたいと思うようになりました。

　日本に来て今、この場に立っています。ただ

“第二のふるさと” 新潟早通のためにです。

　以上です。ご清聴有難うございます。

　

シンさん　「留学生活について」
「留学生活は大変だよ」

っていう話はよく耳にし

ていました。やはり留学

してみて、自分が思いも

していなかった事がたく

さんあったので、本当に

大変だと実感しました。

　留学というのは自分が

生まれ育った国と違う異

国に行って勉強する事です。異国なので言葉

はもちろんのこと、食べ物、挨拶、文化、習

慣、住まい等々、それぞれが、それまで自分

が慣れ親しんだものとは違います。

　私は日本に来て最初にびっくりした事は、

ラーメン屋に行った時の事です。隣のお客さ

んがラーメンと餃子を一緒に食べていました。

私の国ではあり得ない事です。何故ならば私

の国ではラーメンと餃子は両方とも主食にな

るので、餃子をおつまみとしては食べないの

です。これはやはり文化の違いだと思います。

そして、日本の食事は今まで私が食べ続けて

来たものと違うので中々口に合いませんでし

た。それで私は毎日自分で料理を作りました。

しかし、日本で生活をし続けているうちに、

臭いさえ嫌だと思っていた納豆もいつしか大

好きになり、他の食べ物もだんだん食べられ

るようになりました。

　また、生活するのに欠く事の出来ないのは

コミュニケーションなのに、日本語が話せな

くて、日本人と交流出来ず、とても困りました。

特に、アルバイト先で日本語が理解出来なくて、

上司に叱られた事もお客さんに怒られた事も

ありました。それで私は家に帰るとテレビを

見ながら日本語を勉強したり電車の中でも周

りの人々の会話を聴きながら日本語を覚えた

りしました。もちろん学校でも一生懸命日本

語の勉強に励みました。その結果、3か月で

日本語が日常会話程度話せるようになりまし

た。もちろん先生方と両親の支えがあったか

らこそ、もっと強い自分になれたと思います。

　私は昨年４月に大学３年に編入し、卒業後

は日本で就職したいと思っています。それに

向けて昨年から就職活動を始めました。しか

し、現在、不況の影響で日本の就職率は日本人

でも６８％位だと言われています。ましてや

留学生の就職はもっと難しいことでしょう。

　しかし私は諦めないで最後の最後まで頑張

って走り続けたいと思います。そして後悔の

ない留学生活を送りたいです。これからもい

ろいろ大変な事に遭うでしょう。しかし、逃

げないで現実とぶつかりながら自分を磨いて

いきたいと思います。

　以上でスピーチを終わらせて頂きます。ご

清聴有難うございました。

ラマイさん　「ラオスのお正月について」
　写真を用意して来まし

た。ラオス語でお正月は

“ビーマイラオ”と言いま

す。太陽暦によって毎年

４月の中旬、１４～１６日

に当たります。最初の日が日本で言うと大晦

日、２日目は新しい年との間の日、そして３日

目は元日になります。お正月には家族、友だ

ち達が連れ立ってお寺に行きます。仏像に水

を掛けて清めます。そのお水はただのお水で

はなく、花びらとか香水が入ったとても綺麗

なお水です。そして人々にもお互いに水を掛

け合います。ラオスでは一年で一番暑いのが

４月なので水を掛けたりしてとても楽しいで

す。そして、各家庭で親戚、友人、近所の人々

を招待して儀式を行い健康と繁栄を祈ります。

“ハークワン”と呼ばれる、円錐形の本体に花や、

竹ひごに結び付けられた木綿の糸等が飾られ

たもの、その周りに、お供え物はゆで卵、リンゴ、

もち米、ラオスのお酒等が並びます。儀式に参

加する人達がハークワンの周りに座ってハー

クワンから出ている木綿の糸を手にします。

僧侶が参加者の幸福と繁栄を願う読経を唱え

参加者はそのままで合掌をしながら読経を聴

きます。読経が終わるとハークワンに飾られ

ている木綿の糸を取り外し、お互いの健康と

繁栄を願って参加者同士でお互いの手首に結

び合ったりします。色は黄色、白、赤と、いっぱ

いあります。結んでもらった糸は大体３日間

は外してはいけません。結んでもらった時に

祈りを込められているので、ある人は自然に

切れるまでそのままに残します。日本では正

月におせち料理を食べますよね。ラオスでは

おせちは決まってないですが、大体皆がいい

意味を持っている料理を食べます。“カオプン”

は素麺と同じで麺が長いのでこれを食べたら

寿命が長くなります。“ラープ”は挽肉のサラダ。

ラープには「幸福」という意味がありますので

一年中幸運があるようにと食べます。

　以上です。ご清聴有難うございます。飯能ロータリークラブ会報

雪のち晴

当 番 塩野君、土屋（良）君

地域を育み、大陸をつなぐ

世 界 理 解 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 和泉由起夫

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス
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優秀賞 キム・ドンミョンセ
（韓国／ヨンセ大学交換留学生）�

飯能ロータリークラブ賞

シン・シュンラン

健闘賞 クルテウ・グトマノワ・ヤナ

（中国／経済学部経済経営学科３年）

（ドイツ／ミュンヘン大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

第２４２７　例会
２月２３日（４、水）
当番　吉田（健）君、矢島（巌）君

親睦活動委員会

卓話「日本三大曳山祭の一つ
　　　  高山祭とは」

入間RCの皆様と半田会長入間RCの皆様と半田会長

＊健闘賞のスピーチは受賞者の意向により掲載を控えさ

　せて頂きました。


