
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　高塚美保子様（引率者）�

・卓　話　金延娥様　宋賀様　孫凌雲様

【会長報告】

　孫さん、宋さんは中国・聊城（リャオチョン）

大学から来られました。青島（チンタオ）のある

山東省。予報では今日８時の温度は－９℃、

昼間は２℃、飯能よりも寒いです。スケート

選手と同じ名前の金さんはソウルから。心理

学を学ぶ２年生です。駿河台大学ＨＰには昨

年のスピーチコンテストも、ロータリー財団

国際親善奨学生の募集も載っています。英国、

米国に提携校があり半年から１年位、毎年、学

生が留学している。私も昔だったら駿大に入

って留学に行けたかなと思っております。

　先週、地区の職業奉仕セミナーに小谷野委

員長と参加。昨年度募集していた『我等の生業』

という本が出ました。地区（５３クラブ）の３８ク

ラブ、７４名の方が書かれました。飯能からは

小谷野委員長、吉田（行）会員、中里（昌）パスト会長

が投稿。吉田（行）会員はこの前の卓話の内容

を主に書かれていました。

　中里（昌）パスト会長は“織物１４０年”という

ことで、コンピュータを８０年代に早々に購入

（当時２０００万円）、思い切って投資した事、リ

ースの終わった頃には同じようなコンピュー

タが普及して２０万円になってしまっていた事、

そこで“製造業もハードだけではなくソフト

面が大事だ”ということを学んだ事等、書か

れていました。

　小谷野委員長は４０年前に乗馬クラブを始め、

土地は広く立地条件は良かったが、なかなか

お客さんが来ず、１０年間は大変な年だった。

借金も途中からは元本も返せず、利息も十分

返せない状態に。その後、有名な乗馬指導員が

１名入り一時大変良かった。しかし、その方も

いつの間にかヘッドハンティングされ、また

同じような状態に。それでもその後、大阪の乗

馬クラブと提携、従業員も交えてＰＣでの顧

客管理を集中的にやったところ、ようやく軌

道に乗ったという事が書いてありました。一見、

悠々としていても大変苦労があったんだなと

いうことがよく分かりました。

　この『我等の生業』は、書いた方と会長幹事、

職奉委員長に各１部頂きましたが、非常に内

容も良く、業種も多いので、クラブで買えれば

全員に配りたいと思います。

【幹事報告】

・２／１９（日）ＩＭ  １２：３０飯能駅南口集合

・４／５～１１ＧＳＥメンバー１名（女性・看護

　師）を飯能クラブで受け入れ。ホームステ

　イ（４／５～８）のご協力お願いします。�

・週報：所沢、入間ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・２／２３（木） 企業見学�

・３／２９（木） 移動例会�

【委員会報告】

◎次年度ロータリー財団委員会　　　田辺君

　２／４地区ロータリー財団部門セミナーに

安藤会長エレクトと出席。Ｒ財団は「未来の夢

計画」を立ち上げ推進します。これは「ロータ

リアンが人々の健康状態を改善し教育への支

援を高め貧困を救済する事を通じ、世界理解、

親善、平和を達成出来るように」するもので、

人道・教育的プログラムを重点的に行ってい

くという事でした。また、補助金制度が変わり

「新地区補助金」は申請方法が簡素化、使い易

くなります。「２年サイクル制」になるため１３～

１４年度については１２～１３年度に申請しなけ

ればならない（安藤年度に申請しないと翌年度、

補助金が出ない）。“次年度の計画の申請をする”

とご理解頂きたい。他地区では補助金を１００

％利用しているが、当地区では利用が少ない。

他地域のように全額支給ではなく、補助金の

５０％を各クラブで負担するためか。これは“ガ

バナーを飯能から出さなければ改善出来ない”

というところです。新設「ロータリー年金」は

年５％という高利回り。ただしそのロータリア

ンが亡くなった時には財団に全額を寄付しな

ければなりません。“それでこそロータリアン”

という事です。「ロータリーカード」は利用額の

０．３％がロイヤリティーで財団に入り、個人

の年次寄付に実績として加算されます。

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　吉島会長と地区職業奉仕セミナーに行って

参りました。会長報告の通り、「代表作に選ば

れたらどうしよう」とドキドキしていたので

すが飯能からは選ばれませんでした。読んで

みると飯能の文の方がいいのかなと。先にお

読みになりたい方はいつでも貸し出します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

２／２（第３Ｇ）前島君

２／４（ガバナー）吉島君、安藤君、小谷野君

　　　　　　　　田辺君

２／７（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう�

　齋藤君、大附君、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�

　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�

・駿河台の高塚先生、留学生の皆様、ようこそ。

　本日は宜しくお願い致します。

　　市川（洋）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君

　　土屋（崇）君、和泉君�

・入会記念祝、有難うございました。

　　　  細田（吉）君、齋藤君、大附君、馬場君

　　　  矢島（高）君、川口君、大野君�

・誕生祝、有難うございました。

　細田（吉）君、矢島（高）君、小崎君、小久保君�

・結婚記念日祝、有難うございました。

　　　　　　齋藤君、大木君、小崎君、森君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　  橋本君、細田（吉）君、木川君、小川君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、大野君�

本日計７４，０００円、累計額８１２，１１２円。

◎２２日例会当番は神田（敬）会員、小久保会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  中里（昌）国際奉仕委員長

　恒例となりました駿河台大学での留学生の

日本語スピーチコンテスト。毎年、入賞者を

お呼びして卓話を頂いています。「短期間でよ

くぞここまで覚えてくれたな」と感心し、また、

日本文化に対する洞察力も素晴らしいものを

持っておられます。１０名の発表者から３名

をお招きしました。

駿河台大学学務部国際交流課

高塚美保子様

　毎年お招き頂きまして

誠に有難うございます。

本学では留学生が１５０名

程在籍しております。今日

３名のうちキムヨナにつ

きましては、本学で学位

を取るため１年生から入

学し４年生まで在籍。心理学部には留学生は

ほとんど居ないのですが、その中で一生懸命

頑張って日本人学生に負けない位優秀な成績

を修めています。ソンリョウウンとソウガに

つきましては、２００１年から中国の聊城大学と

本学は交換留学制度を結んでおり、そこから

毎年３～４名が１年間（９～７月）、在籍して

おります。コンテストは１２月。本人達は８月下

旬に留学が始まったのですが一生懸命日本語

を勉強し、４か月程で立派な成長を遂げ、とて

も良いスピーチを披露させて頂きました。

　本学「日本語スピーチコンテスト」ではいつ

も飯能ＲＣから多大なるご協力ご支援を頂き

教職員共々誠に感謝しております。

　　　　　　　　　　　　　　  金 延娥様

　こんにちは。

　本日、原稿が変わりま

したので、少し見ながら

という形になります。

　日本へ来てもう少しで

４年になります。１年、

１２か月が４回も回った

証しです。

　これまで私は韓国では

経験出来なかった事を日本で体験するように

なりました。親離れやアルバイト、外国人と

の付き合いなど、社会経験がない私にはとっ

ても不安な気持ちでいっぱいでした。それに

もかかわらず、来日した初めの頃は、精一杯

いろいろな事にチャレンジしてみようという

思いが強かった私は、青春期の好奇心旺盛な

中学生の男の子のようでした。

　しかし、今は日本に慣れ過ぎたせいなのか

ふっと鏡に映った自分を見て、「あなた、きら

きらしていた、ダイヤモンドより輝いていた

あの時の目、今は腐っている魚のような目に

なってどうしたの？」。自信のない醜い自分

が重なって見えました。

　ある日、ある人たちに出会いました。彼女

たちは１コ下の、二十歳になったばかりのか

わいらしい女子大学生です。お互いの存在を

知ったのは１年前のスピーチコンテスト。第

一印象は、スピーチの事でとても緊張していて、

少しでも空き時間を利用して練習に練習を繰

り返している頑張りやさんでした。さまざま

な交流会での活動を通じて、彼女たちのこと

が少しずつわかるようになりました。

　ただ単に「日本語専攻だから日本に来た」と

いうことではなく、本物の日本文化に触れ合

ってみて、大好きな日本語を日本人のように

声に出してしゃべってみたいと思う彼女たち。

　彼女たちの目はとても輝いていて、「せっか

く日本に来たから日本の文化とか日本人との

交流とか、いろいろやってみたいです」と、

幸せいっぱいの笑顔で私を見て笑ってくれま

した。そんな彼女らを見ていたら、４年前の

自分が重なって見えました。

「お前、何しとる？　恥ずかしくないのか？

ほら、彼女たちを見て、何か気づくことない？

お前も今からでも間に合うから、何ごとでも

ポジティブで頑張るんだ！」と、奥深く眠っ

ていた自我を起こしてくれた彼女たちでした。

　これからも彼女たちが中国に帰る前に様々

な思い出を作ってあげたいと思っています。

　続きましては、私のスピーチの主人公の孫

さんと宋さんのスピーチ。面白い話題なので

ぜひ楽しんでください。

　ご静聴有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　  宋 賀様

　皆さん、こんにちは。

よろしくお願い致します。

　私は時 、々人生は本当に

面白いものだと思います。

３年前に、まだ高校生の

私は、教室に閉じこもっ

て大学入学試験のために

一生懸命数学や物理の問

題と戦っていました。そ

の時の私には、日本語でしゃべったり、日本で

暮らしたりすることになるだろうなんて想像

も出来ないことでした。

　もともと語学に興味がある私は大学に入っ

てから日本語を勉強し始めました。中国に居

た時、先生はよく「日本語だけを勉強しては

いけません。日本語の背後にある日本文化や

歴史、日本社会をよく理解しなければなりま

せん」とおっしゃいました。そこで、日本社

会をよく理解するために、手当たり次第いろ

いろな映画を見たり、本を読んだりしました。

これらから日本についての最初のイメージを

得ました。例えば、『秒速５センチメートル』

という映画の中の、雪みたいに落ちる美しい桜。

芥川龍之介の『蜜柑』のなかで、見送りに来た

弟たちに蜜柑を汽車の窓から投げた女の子。

川端康成が書いた、運命に弄ばれる美しく可

哀相な芸人たち。宮崎駿さんの映画に登場す

る、外見は平凡でも心が強く善良な女の子た

ち。これらの風景や人物に私は感動して泣き

ました。

　ところが、テレビや本を通じて感じた日本

はとても美しいのですが、やはり私の生活と

は距離があり、なかなか本当の日本社会の実

感が感じられませんでした。そして、偶然に、

うちの大学で働いていたアメリカ人の先生の

話を聞きました。その先生は、「私は中国に来

る前にたくさんのアクション映画を見て、す

べての中国人は武術が出来ると思っていまし

たが、中国に来て、実はほとんどの中国人は

武術が出来ないと分かりましたよ」と言いま

した。「ああ、なるほど。そう言えば、今まで

私が理解していた日本事情もきっと一面的だ

ろうなあ」と、私はそう思って笑いました。

その時から「是非日本に行ってみたい」と願う

ようになりました。

　とうとう去年の8月に日本に来る事が出来

ました。以前、テレビやネットでは感じられ

なかった日本社会が「わーっ」と目の前に広が

りました。澄んだ空気、狭いけどきれいな道、

左側を走る小さい玩具のような車。アニメの

中でよく聞いた電車の音、うるさいほどのカ

ラスの声も、どんどん耳に入りました。その

瞬間はまるで夢を見ていたようです。�

　日本に来て５か月になります。今の私は更

にオープンな心を持つようになりました。「オ

ープンな心」というのは、世界の違う国に対し

て「もっと知りたい、もっと知りたい」と思う

気持ちです。日本に来たのをきっかけに、ド

イツと韓国から来た交換留学生と知り合った

り、アメリカ人の先生や留学経験が豊富な日

本人の先生たちの授業を受けたりして、日本

以外の他の国の事も分かるようになりました。

特に、ドイツの留学生と話しているうちに、

西洋人の緻密な考え方に気づきました。世間

話をする時でも、私は論理的な話をするよう

に気をつけます。時々、何か論理に合わない

話をしてしまったら、「変だな」とドイツの留

学生に言われることがあるからです。

　このように、日本語の勉強を通して世界に

興味を持つようになりました。今の考えでは、

もし世界を大きな城に例えれば、それぞれの

国が城の一つ一つの部屋だと思います。そし

て、各国の言語は部屋と部屋の間の窓だと言

えるでしょう。私は日本語を通じて１つの窓

を開け、中国とは異なる、別の美しい風景を見

ました。「やっぱり違うなあ」と思って、更に

別の風景を見たいと思うようになりました。

　私がこのように思うようになったのも日本

語のおかげです。そして、これからの人生の

先にもきっと、この縁のおかげで、多くの驚き

や喜びがあると思います。

　以上です。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　  孫 凌雲様

　皆さん、こんにちは。

　いつの間にか、日本に

来てもう５か月になりま

した。日本に来る前に一

番心配したのは、もちろ

ん食事のことです。でも

今、日本の食べ物にすっ

かりと慣れました。生た

まご以外は全部食べられ

ます。特に納豆と刺身が大好きになりました。

私はおいしい料理が大好きです。そして料理

を作ることも好きです。今日は日本と中国の

食文化についてお話したいと思います。

　日本と中国の人々は同じアジアに住んでい

ます。両国の文化には似ているところもあり

ますが、やはり違っているところもずいぶん

あります。ここで日本と中国の料理の特徴に

ついてご紹介致します。

「中国人は鼻で料理を食べ、日本人は目で料

理を食べる」と言われています。初めてこの

言葉を聞いた時、私はびっくりしました。ど

うして日本人は目で料理を食べるのでしょう

か。日本へ来て日本料理を食べてやっと分か

りました。日本人は料理の色の組み合わせや

見た目を重視して、いつもたくさんの美しい

お皿を使います。私はいつも、日本の鮮やか

で美しい料理をうっとりしながら食べます。

それと比べて中国人は、形より料理の味を重

視します。私は両方の料理が好きです。

　料理の特徴だけでなく、マナーも異なると

ころがあります。

　食事をする時、日本ではみんなで「いただ

きます」と言います。そして食事の終わりに

「ごちそうさまでした」と言います。しかし、

中国では何も言いません。２年前に初めて日

本人の先生と中国で一緒に食事をしました。

その時、私は恥ずかしくてなかなか言えなくて、

自分でも聞こえない声で「いただきます」と

言いました。でも今、この言葉が好きになって、

一人で食事をする時でもはっきりと「いただ

きます」と言います。食べることもこの言葉

で楽しくなります。

　ラーメンを食べる時、中国では音を立てて

はいけませんが、日本では音を立ててもかま

いません。それは「おいしい」という意味が

あるからです。

　また、ごちそうになった時、中国人は料理

を少し残します。それは「もう、いっぱいに

なった」という意味になるからです。しかし、

日本では「その料理は好きではない」という

意味になります。

　このように、日本と中国の習慣やマナーに

いろいろな違いがあります。一緒に食事をす

る時、お互いに気をつけなければなりません。

食文化に限らず、日本と中国との間には異な

る文化や習慣がかなり多いです。食文化のよ

うに、私はもっともっと学んで、いろいろ知り

たいです。そして、日本と中国との架橋に私

はなりたいです。

　ご静聴どうも有難うございました。

　今日の食べ物、とてもおいしかったです。

ごちそうさまでした。

◎入賞者への質問　　　　　  中里（昌）委員長

「それぞれ国に帰られて何を目標にされてい

ますか」

孫様　私は料理を作る事が大好きです。今、

中華料理店でアルバイトをしています。料理

の作り方を勉強して自分のレストランを営み

たいです。この夢が実現したら是非私のレス

トランに来てください。

宋様　今の私の夢は通訳者になる事です。な

かなか難しく、今の私の日本語のレベルはか

なり低くて、叶えられるかな、と思っています。

金様　私は大学の教授になる事を夢見ていま

す。何故かと言うと、今の平成の子どもたち

に私のように留学をさせたいと思っているか

らです。「世界は広いんだ」っていう事を分か

らせたいと思うので、大学の教授になる事を

目指しています。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 小谷野君、柏木君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

第２４８１　例会
３月７日（１、水）
当番　川口君、増島君

卓話「飯能の県土整備事業について」

第２４８０　例会
２月２９日
（５、水）

例会取消
（定款による） 飯能県土整備事務所所長西成秀章様

【四つのテスト】

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５５名 ５２名６名 ８５．７１％９４．５５％ ８３．６４％

健闘賞 様
（韓国／駿河台大学心理学部２年）�

飯能ロータリークラブ賞

優秀賞 様

様
（中国／聊城大学交換留学生）

（中国／聊城大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

ＳＵＮ　ＬＩＮＧＹＵＮ

ＳＯＮＧ　ＨＥ

ＫＩＭ　ＹＥＯＮＡＨ

孫 凌雲

宋 賀

金 延娥

「今、思うこと」

｢私と日本語の縁｣

「日本と中国の食文化」



・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　高塚美保子様（引率者）�

・卓　話　金延娥様　宋賀様　孫凌雲様

【会長報告】

　孫さん、宋さんは中国・聊城（リャオチョン）

大学から来られました。青島（チンタオ）のある

山東省。予報では今日８時の温度は－９℃、

昼間は２℃、飯能よりも寒いです。スケート

選手と同じ名前の金さんはソウルから。心理

学を学ぶ２年生です。駿河台大学ＨＰには昨

年のスピーチコンテストも、ロータリー財団

国際親善奨学生の募集も載っています。英国、

米国に提携校があり半年から１年位、毎年、学

生が留学している。私も昔だったら駿大に入

って留学に行けたかなと思っております。

　先週、地区の職業奉仕セミナーに小谷野委

員長と参加。昨年度募集していた『我等の生業』

という本が出ました。地区（５３クラブ）の３８ク

ラブ、７４名の方が書かれました。飯能からは

小谷野委員長、吉田（行）会員、中里（昌）パスト会長

が投稿。吉田（行）会員はこの前の卓話の内容

を主に書かれていました。

　中里（昌）パスト会長は“織物１４０年”という

ことで、コンピュータを８０年代に早々に購入

（当時２０００万円）、思い切って投資した事、リ

ースの終わった頃には同じようなコンピュー

タが普及して２０万円になってしまっていた事、

そこで“製造業もハードだけではなくソフト

面が大事だ”ということを学んだ事等、書か

れていました。

　小谷野委員長は４０年前に乗馬クラブを始め、

土地は広く立地条件は良かったが、なかなか

お客さんが来ず、１０年間は大変な年だった。

借金も途中からは元本も返せず、利息も十分

返せない状態に。その後、有名な乗馬指導員が

１名入り一時大変良かった。しかし、その方も

いつの間にかヘッドハンティングされ、また

同じような状態に。それでもその後、大阪の乗

馬クラブと提携、従業員も交えてＰＣでの顧

客管理を集中的にやったところ、ようやく軌

道に乗ったという事が書いてありました。一見、

悠々としていても大変苦労があったんだなと

いうことがよく分かりました。

　この『我等の生業』は、書いた方と会長幹事、

職奉委員長に各１部頂きましたが、非常に内

容も良く、業種も多いので、クラブで買えれば

全員に配りたいと思います。

【幹事報告】

・２／１９（日）ＩＭ  １２：３０飯能駅南口集合

・４／５～１１ＧＳＥメンバー１名（女性・看護

　師）を飯能クラブで受け入れ。ホームステ

　イ（４／５～８）のご協力お願いします。�

・週報：所沢、入間ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・２／２３（木） 企業見学�

・３／２９（木） 移動例会�

【委員会報告】

◎次年度ロータリー財団委員会　　　田辺君

　２／４地区ロータリー財団部門セミナーに

安藤会長エレクトと出席。Ｒ財団は「未来の夢

計画」を立ち上げ推進します。これは「ロータ

リアンが人々の健康状態を改善し教育への支

援を高め貧困を救済する事を通じ、世界理解、

親善、平和を達成出来るように」するもので、

人道・教育的プログラムを重点的に行ってい

くという事でした。また、補助金制度が変わり

「新地区補助金」は申請方法が簡素化、使い易

くなります。「２年サイクル制」になるため１３～

１４年度については１２～１３年度に申請しなけ

ればならない（安藤年度に申請しないと翌年度、

補助金が出ない）。“次年度の計画の申請をする”

とご理解頂きたい。他地区では補助金を１００

％利用しているが、当地区では利用が少ない。

他地域のように全額支給ではなく、補助金の

５０％を各クラブで負担するためか。これは“ガ

バナーを飯能から出さなければ改善出来ない”

というところです。新設「ロータリー年金」は

年５％という高利回り。ただしそのロータリア

ンが亡くなった時には財団に全額を寄付しな

ければなりません。“それでこそロータリアン”

という事です。「ロータリーカード」は利用額の

０．３％がロイヤリティーで財団に入り、個人

の年次寄付に実績として加算されます。

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　吉島会長と地区職業奉仕セミナーに行って

参りました。会長報告の通り、「代表作に選ば

れたらどうしよう」とドキドキしていたので

すが飯能からは選ばれませんでした。読んで

みると飯能の文の方がいいのかなと。先にお

読みになりたい方はいつでも貸し出します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

２／２（第３Ｇ）前島君

２／４（ガバナー）吉島君、安藤君、小谷野君

　　　　　　　　田辺君

２／７（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう�

　齋藤君、大附君、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�

　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�

・駿河台の高塚先生、留学生の皆様、ようこそ。

　本日は宜しくお願い致します。

　　市川（洋）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君

　　土屋（崇）君、和泉君�

・入会記念祝、有難うございました。

　　　  細田（吉）君、齋藤君、大附君、馬場君

　　　  矢島（高）君、川口君、大野君�

・誕生祝、有難うございました。

　細田（吉）君、矢島（高）君、小崎君、小久保君�

・結婚記念日祝、有難うございました。

　　　　　　齋藤君、大木君、小崎君、森君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　  橋本君、細田（吉）君、木川君、小川君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、大野君�

本日計７４，０００円、累計額８１２，１１２円。

◎２２日例会当番は神田（敬）会員、小久保会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  中里（昌）国際奉仕委員長

　恒例となりました駿河台大学での留学生の

日本語スピーチコンテスト。毎年、入賞者を

お呼びして卓話を頂いています。「短期間でよ

くぞここまで覚えてくれたな」と感心し、また、

日本文化に対する洞察力も素晴らしいものを

持っておられます。１０名の発表者から３名

をお招きしました。

駿河台大学学務部国際交流課

高塚美保子様

　毎年お招き頂きまして

誠に有難うございます。

本学では留学生が１５０名

程在籍しております。今日

３名のうちキムヨナにつ

きましては、本学で学位

を取るため１年生から入

学し４年生まで在籍。心理学部には留学生は

ほとんど居ないのですが、その中で一生懸命

頑張って日本人学生に負けない位優秀な成績

を修めています。ソンリョウウンとソウガに

つきましては、２００１年から中国の聊城大学と

本学は交換留学制度を結んでおり、そこから

毎年３～４名が１年間（９～７月）、在籍して

おります。コンテストは１２月。本人達は８月下

旬に留学が始まったのですが一生懸命日本語

を勉強し、４か月程で立派な成長を遂げ、とて

も良いスピーチを披露させて頂きました。

　本学「日本語スピーチコンテスト」ではいつ

も飯能ＲＣから多大なるご協力ご支援を頂き

教職員共々誠に感謝しております。

　　　　　　　　　　　　　　  金 延娥様

　こんにちは。

　本日、原稿が変わりま

したので、少し見ながら

という形になります。

　日本へ来てもう少しで

４年になります。１年、

１２か月が４回も回った

証しです。

　これまで私は韓国では

経験出来なかった事を日本で体験するように

なりました。親離れやアルバイト、外国人と

の付き合いなど、社会経験がない私にはとっ

ても不安な気持ちでいっぱいでした。それに

もかかわらず、来日した初めの頃は、精一杯

いろいろな事にチャレンジしてみようという

思いが強かった私は、青春期の好奇心旺盛な

中学生の男の子のようでした。

　しかし、今は日本に慣れ過ぎたせいなのか

ふっと鏡に映った自分を見て、「あなた、きら

きらしていた、ダイヤモンドより輝いていた

あの時の目、今は腐っている魚のような目に

なってどうしたの？」。自信のない醜い自分

が重なって見えました。

　ある日、ある人たちに出会いました。彼女

たちは１コ下の、二十歳になったばかりのか

わいらしい女子大学生です。お互いの存在を

知ったのは１年前のスピーチコンテスト。第

一印象は、スピーチの事でとても緊張していて、

少しでも空き時間を利用して練習に練習を繰

り返している頑張りやさんでした。さまざま

な交流会での活動を通じて、彼女たちのこと

が少しずつわかるようになりました。

　ただ単に「日本語専攻だから日本に来た」と

いうことではなく、本物の日本文化に触れ合

ってみて、大好きな日本語を日本人のように

声に出してしゃべってみたいと思う彼女たち。

　彼女たちの目はとても輝いていて、「せっか

く日本に来たから日本の文化とか日本人との

交流とか、いろいろやってみたいです」と、

幸せいっぱいの笑顔で私を見て笑ってくれま

した。そんな彼女らを見ていたら、４年前の

自分が重なって見えました。

「お前、何しとる？　恥ずかしくないのか？

ほら、彼女たちを見て、何か気づくことない？

お前も今からでも間に合うから、何ごとでも

ポジティブで頑張るんだ！」と、奥深く眠っ

ていた自我を起こしてくれた彼女たちでした。

　これからも彼女たちが中国に帰る前に様々

な思い出を作ってあげたいと思っています。

　続きましては、私のスピーチの主人公の孫

さんと宋さんのスピーチ。面白い話題なので

ぜひ楽しんでください。

　ご静聴有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　  宋 賀様

　皆さん、こんにちは。

よろしくお願い致します。

　私は時 、々人生は本当に

面白いものだと思います。

３年前に、まだ高校生の

私は、教室に閉じこもっ

て大学入学試験のために

一生懸命数学や物理の問

題と戦っていました。そ

の時の私には、日本語でしゃべったり、日本で

暮らしたりすることになるだろうなんて想像

も出来ないことでした。

　もともと語学に興味がある私は大学に入っ

てから日本語を勉強し始めました。中国に居

た時、先生はよく「日本語だけを勉強しては

いけません。日本語の背後にある日本文化や

歴史、日本社会をよく理解しなければなりま

せん」とおっしゃいました。そこで、日本社

会をよく理解するために、手当たり次第いろ

いろな映画を見たり、本を読んだりしました。

これらから日本についての最初のイメージを

得ました。例えば、『秒速５センチメートル』

という映画の中の、雪みたいに落ちる美しい桜。

芥川龍之介の『蜜柑』のなかで、見送りに来た

弟たちに蜜柑を汽車の窓から投げた女の子。

川端康成が書いた、運命に弄ばれる美しく可

哀相な芸人たち。宮崎駿さんの映画に登場す

る、外見は平凡でも心が強く善良な女の子た

ち。これらの風景や人物に私は感動して泣き

ました。

　ところが、テレビや本を通じて感じた日本

はとても美しいのですが、やはり私の生活と

は距離があり、なかなか本当の日本社会の実

感が感じられませんでした。そして、偶然に、

うちの大学で働いていたアメリカ人の先生の

話を聞きました。その先生は、「私は中国に来

る前にたくさんのアクション映画を見て、す

べての中国人は武術が出来ると思っていまし

たが、中国に来て、実はほとんどの中国人は

武術が出来ないと分かりましたよ」と言いま

した。「ああ、なるほど。そう言えば、今まで

私が理解していた日本事情もきっと一面的だ

ろうなあ」と、私はそう思って笑いました。

その時から「是非日本に行ってみたい」と願う

ようになりました。

　とうとう去年の8月に日本に来る事が出来

ました。以前、テレビやネットでは感じられ

なかった日本社会が「わーっ」と目の前に広が

りました。澄んだ空気、狭いけどきれいな道、

左側を走る小さい玩具のような車。アニメの

中でよく聞いた電車の音、うるさいほどのカ

ラスの声も、どんどん耳に入りました。その

瞬間はまるで夢を見ていたようです。�

　日本に来て５か月になります。今の私は更

にオープンな心を持つようになりました。「オ

ープンな心」というのは、世界の違う国に対し

て「もっと知りたい、もっと知りたい」と思う

気持ちです。日本に来たのをきっかけに、ド

イツと韓国から来た交換留学生と知り合った

り、アメリカ人の先生や留学経験が豊富な日

本人の先生たちの授業を受けたりして、日本

以外の他の国の事も分かるようになりました。

特に、ドイツの留学生と話しているうちに、

西洋人の緻密な考え方に気づきました。世間

話をする時でも、私は論理的な話をするよう

に気をつけます。時々、何か論理に合わない

話をしてしまったら、「変だな」とドイツの留

学生に言われることがあるからです。

　このように、日本語の勉強を通して世界に

興味を持つようになりました。今の考えでは、

もし世界を大きな城に例えれば、それぞれの

国が城の一つ一つの部屋だと思います。そし

て、各国の言語は部屋と部屋の間の窓だと言

えるでしょう。私は日本語を通じて１つの窓

を開け、中国とは異なる、別の美しい風景を見

ました。「やっぱり違うなあ」と思って、更に

別の風景を見たいと思うようになりました。

　私がこのように思うようになったのも日本

語のおかげです。そして、これからの人生の

先にもきっと、この縁のおかげで、多くの驚き

や喜びがあると思います。

　以上です。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　  孫 凌雲様

　皆さん、こんにちは。

　いつの間にか、日本に

来てもう５か月になりま

した。日本に来る前に一

番心配したのは、もちろ

ん食事のことです。でも

今、日本の食べ物にすっ

かりと慣れました。生た

まご以外は全部食べられ

ます。特に納豆と刺身が大好きになりました。

私はおいしい料理が大好きです。そして料理

を作ることも好きです。今日は日本と中国の

食文化についてお話したいと思います。

　日本と中国の人々は同じアジアに住んでい

ます。両国の文化には似ているところもあり

ますが、やはり違っているところもずいぶん

あります。ここで日本と中国の料理の特徴に

ついてご紹介致します。

「中国人は鼻で料理を食べ、日本人は目で料

理を食べる」と言われています。初めてこの

言葉を聞いた時、私はびっくりしました。ど

うして日本人は目で料理を食べるのでしょう

か。日本へ来て日本料理を食べてやっと分か

りました。日本人は料理の色の組み合わせや

見た目を重視して、いつもたくさんの美しい

お皿を使います。私はいつも、日本の鮮やか

で美しい料理をうっとりしながら食べます。

それと比べて中国人は、形より料理の味を重

視します。私は両方の料理が好きです。

　料理の特徴だけでなく、マナーも異なると

ころがあります。

　食事をする時、日本ではみんなで「いただ

きます」と言います。そして食事の終わりに

「ごちそうさまでした」と言います。しかし、

中国では何も言いません。２年前に初めて日

本人の先生と中国で一緒に食事をしました。

その時、私は恥ずかしくてなかなか言えなくて、

自分でも聞こえない声で「いただきます」と

言いました。でも今、この言葉が好きになって、

一人で食事をする時でもはっきりと「いただ

きます」と言います。食べることもこの言葉

で楽しくなります。

　ラーメンを食べる時、中国では音を立てて

はいけませんが、日本では音を立ててもかま

いません。それは「おいしい」という意味が

あるからです。

　また、ごちそうになった時、中国人は料理

を少し残します。それは「もう、いっぱいに

なった」という意味になるからです。しかし、

日本では「その料理は好きではない」という

意味になります。

　このように、日本と中国の習慣やマナーに

いろいろな違いがあります。一緒に食事をす

る時、お互いに気をつけなければなりません。

食文化に限らず、日本と中国との間には異な

る文化や習慣がかなり多いです。食文化のよ

うに、私はもっともっと学んで、いろいろ知り

たいです。そして、日本と中国との架橋に私

はなりたいです。

　ご静聴どうも有難うございました。

　今日の食べ物、とてもおいしかったです。

ごちそうさまでした。

◎入賞者への質問　　　　　  中里（昌）委員長

「それぞれ国に帰られて何を目標にされてい

ますか」

孫様　私は料理を作る事が大好きです。今、

中華料理店でアルバイトをしています。料理

の作り方を勉強して自分のレストランを営み

たいです。この夢が実現したら是非私のレス

トランに来てください。

宋様　今の私の夢は通訳者になる事です。な

かなか難しく、今の私の日本語のレベルはか

なり低くて、叶えられるかな、と思っています。

金様　私は大学の教授になる事を夢見ていま

す。何故かと言うと、今の平成の子どもたち

に私のように留学をさせたいと思っているか

らです。「世界は広いんだ」っていう事を分か

らせたいと思うので、大学の教授になる事を

目指しています。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 小谷野君、柏木君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

第２４８１　例会
３月７日（１、水）
当番　川口君、増島君

卓話「飯能の県土整備事業について」

第２４８０　例会
２月２９日
（５、水）

例会取消
（定款による） 飯能県土整備事務所所長西成秀章様

【四つのテスト】

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

健闘賞 様
（韓国／駿河台大学心理学部２年）�

飯能ロータリークラブ賞

優秀賞 様

様
（中国／聊城大学交換留学生）

（中国／聊城大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

ＳＵＮ　ＬＩＮＧＹＵＮ

ＳＯＮＧ　ＨＥ

ＫＩＭ　ＹＥＯＮＡＨ

孫 凌雲

宋 賀

金 延娥

「今、思うこと」

｢私と日本語の縁｣

「日本と中国の食文化」



・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　高塚美保子様（引率者）�

・卓　話　金延娥様　宋賀様　孫凌雲様

【会長報告】

　孫さん、宋さんは中国・聊城（リャオチョン）

大学から来られました。青島（チンタオ）のある

山東省。予報では今日８時の温度は－９℃、

昼間は２℃、飯能よりも寒いです。スケート

選手と同じ名前の金さんはソウルから。心理

学を学ぶ２年生です。駿河台大学ＨＰには昨

年のスピーチコンテストも、ロータリー財団

国際親善奨学生の募集も載っています。英国、

米国に提携校があり半年から１年位、毎年、学

生が留学している。私も昔だったら駿大に入

って留学に行けたかなと思っております。

　先週、地区の職業奉仕セミナーに小谷野委

員長と参加。昨年度募集していた『我等の生業』

という本が出ました。地区（５３クラブ）の３８ク

ラブ、７４名の方が書かれました。飯能からは

小谷野委員長、吉田（行）会員、中里（昌）パスト会長

が投稿。吉田（行）会員はこの前の卓話の内容

を主に書かれていました。

　中里（昌）パスト会長は“織物１４０年”という

ことで、コンピュータを８０年代に早々に購入

（当時２０００万円）、思い切って投資した事、リ

ースの終わった頃には同じようなコンピュー

タが普及して２０万円になってしまっていた事、

そこで“製造業もハードだけではなくソフト

面が大事だ”ということを学んだ事等、書か

れていました。

　小谷野委員長は４０年前に乗馬クラブを始め、

土地は広く立地条件は良かったが、なかなか

お客さんが来ず、１０年間は大変な年だった。

借金も途中からは元本も返せず、利息も十分

返せない状態に。その後、有名な乗馬指導員が

１名入り一時大変良かった。しかし、その方も

いつの間にかヘッドハンティングされ、また

同じような状態に。それでもその後、大阪の乗

馬クラブと提携、従業員も交えてＰＣでの顧

客管理を集中的にやったところ、ようやく軌

道に乗ったという事が書いてありました。一見、

悠々としていても大変苦労があったんだなと

いうことがよく分かりました。

　この『我等の生業』は、書いた方と会長幹事、

職奉委員長に各１部頂きましたが、非常に内

容も良く、業種も多いので、クラブで買えれば

全員に配りたいと思います。

【幹事報告】

・２／１９（日）ＩＭ  １２：３０飯能駅南口集合

・４／５～１１ＧＳＥメンバー１名（女性・看護

　師）を飯能クラブで受け入れ。ホームステ

　イ（４／５～８）のご協力お願いします。�

・週報：所沢、入間ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・２／２３（木） 企業見学�

・３／２９（木） 移動例会�

【委員会報告】

◎次年度ロータリー財団委員会　　　田辺君

　２／４地区ロータリー財団部門セミナーに

安藤会長エレクトと出席。Ｒ財団は「未来の夢

計画」を立ち上げ推進します。これは「ロータ

リアンが人々の健康状態を改善し教育への支

援を高め貧困を救済する事を通じ、世界理解、

親善、平和を達成出来るように」するもので、

人道・教育的プログラムを重点的に行ってい

くという事でした。また、補助金制度が変わり

「新地区補助金」は申請方法が簡素化、使い易

くなります。「２年サイクル制」になるため１３～

１４年度については１２～１３年度に申請しなけ

ればならない（安藤年度に申請しないと翌年度、

補助金が出ない）。“次年度の計画の申請をする”

とご理解頂きたい。他地区では補助金を１００

％利用しているが、当地区では利用が少ない。

他地域のように全額支給ではなく、補助金の

５０％を各クラブで負担するためか。これは“ガ

バナーを飯能から出さなければ改善出来ない”

というところです。新設「ロータリー年金」は

年５％という高利回り。ただしそのロータリア

ンが亡くなった時には財団に全額を寄付しな

ければなりません。“それでこそロータリアン”

という事です。「ロータリーカード」は利用額の

０．３％がロイヤリティーで財団に入り、個人

の年次寄付に実績として加算されます。

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　吉島会長と地区職業奉仕セミナーに行って

参りました。会長報告の通り、「代表作に選ば

れたらどうしよう」とドキドキしていたので

すが飯能からは選ばれませんでした。読んで

みると飯能の文の方がいいのかなと。先にお

読みになりたい方はいつでも貸し出します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

２／２（第３Ｇ）前島君

２／４（ガバナー）吉島君、安藤君、小谷野君

　　　　　　　　田辺君

２／７（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう�

　齋藤君、大附君、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�

　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�

・駿河台の高塚先生、留学生の皆様、ようこそ。

　本日は宜しくお願い致します。

　　市川（洋）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君

　　土屋（崇）君、和泉君�

・入会記念祝、有難うございました。

　　　  細田（吉）君、齋藤君、大附君、馬場君

　　　  矢島（高）君、川口君、大野君�

・誕生祝、有難うございました。

　細田（吉）君、矢島（高）君、小崎君、小久保君�

・結婚記念日祝、有難うございました。

　　　　　　齋藤君、大木君、小崎君、森君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　  橋本君、細田（吉）君、木川君、小川君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、大野君�

本日計７４，０００円、累計額８１２，１１２円。

◎２２日例会当番は神田（敬）会員、小久保会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  中里（昌）国際奉仕委員長

　恒例となりました駿河台大学での留学生の

日本語スピーチコンテスト。毎年、入賞者を

お呼びして卓話を頂いています。「短期間でよ

くぞここまで覚えてくれたな」と感心し、また、

日本文化に対する洞察力も素晴らしいものを

持っておられます。１０名の発表者から３名

をお招きしました。

駿河台大学学務部国際交流課

高塚美保子様

　毎年お招き頂きまして

誠に有難うございます。

本学では留学生が１５０名

程在籍しております。今日

３名のうちキムヨナにつ

きましては、本学で学位

を取るため１年生から入

学し４年生まで在籍。心理学部には留学生は

ほとんど居ないのですが、その中で一生懸命

頑張って日本人学生に負けない位優秀な成績

を修めています。ソンリョウウンとソウガに

つきましては、２００１年から中国の聊城大学と

本学は交換留学制度を結んでおり、そこから

毎年３～４名が１年間（９～７月）、在籍して

おります。コンテストは１２月。本人達は８月下

旬に留学が始まったのですが一生懸命日本語

を勉強し、４か月程で立派な成長を遂げ、とて

も良いスピーチを披露させて頂きました。

　本学「日本語スピーチコンテスト」ではいつ

も飯能ＲＣから多大なるご協力ご支援を頂き

教職員共々誠に感謝しております。

　　　　　　　　　　　　　　  金 延娥様

　こんにちは。

　本日、原稿が変わりま

したので、少し見ながら

という形になります。

　日本へ来てもう少しで

４年になります。１年、

１２か月が４回も回った

証しです。

　これまで私は韓国では

経験出来なかった事を日本で体験するように

なりました。親離れやアルバイト、外国人と

の付き合いなど、社会経験がない私にはとっ

ても不安な気持ちでいっぱいでした。それに

もかかわらず、来日した初めの頃は、精一杯

いろいろな事にチャレンジしてみようという

思いが強かった私は、青春期の好奇心旺盛な

中学生の男の子のようでした。

　しかし、今は日本に慣れ過ぎたせいなのか

ふっと鏡に映った自分を見て、「あなた、きら

きらしていた、ダイヤモンドより輝いていた

あの時の目、今は腐っている魚のような目に

なってどうしたの？」。自信のない醜い自分

が重なって見えました。

　ある日、ある人たちに出会いました。彼女

たちは１コ下の、二十歳になったばかりのか

わいらしい女子大学生です。お互いの存在を

知ったのは１年前のスピーチコンテスト。第

一印象は、スピーチの事でとても緊張していて、

少しでも空き時間を利用して練習に練習を繰

り返している頑張りやさんでした。さまざま

な交流会での活動を通じて、彼女たちのこと

が少しずつわかるようになりました。

　ただ単に「日本語専攻だから日本に来た」と

いうことではなく、本物の日本文化に触れ合

ってみて、大好きな日本語を日本人のように

声に出してしゃべってみたいと思う彼女たち。

　彼女たちの目はとても輝いていて、「せっか

く日本に来たから日本の文化とか日本人との

交流とか、いろいろやってみたいです」と、

幸せいっぱいの笑顔で私を見て笑ってくれま

した。そんな彼女らを見ていたら、４年前の

自分が重なって見えました。

「お前、何しとる？　恥ずかしくないのか？

ほら、彼女たちを見て、何か気づくことない？

お前も今からでも間に合うから、何ごとでも

ポジティブで頑張るんだ！」と、奥深く眠っ

ていた自我を起こしてくれた彼女たちでした。

　これからも彼女たちが中国に帰る前に様々

な思い出を作ってあげたいと思っています。

　続きましては、私のスピーチの主人公の孫

さんと宋さんのスピーチ。面白い話題なので

ぜひ楽しんでください。

　ご静聴有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　  宋 賀様

　皆さん、こんにちは。

よろしくお願い致します。

　私は時 、々人生は本当に

面白いものだと思います。

３年前に、まだ高校生の

私は、教室に閉じこもっ

て大学入学試験のために

一生懸命数学や物理の問

題と戦っていました。そ

の時の私には、日本語でしゃべったり、日本で

暮らしたりすることになるだろうなんて想像

も出来ないことでした。

　もともと語学に興味がある私は大学に入っ

てから日本語を勉強し始めました。中国に居

た時、先生はよく「日本語だけを勉強しては

いけません。日本語の背後にある日本文化や

歴史、日本社会をよく理解しなければなりま

せん」とおっしゃいました。そこで、日本社

会をよく理解するために、手当たり次第いろ

いろな映画を見たり、本を読んだりしました。

これらから日本についての最初のイメージを

得ました。例えば、『秒速５センチメートル』

という映画の中の、雪みたいに落ちる美しい桜。

芥川龍之介の『蜜柑』のなかで、見送りに来た

弟たちに蜜柑を汽車の窓から投げた女の子。

川端康成が書いた、運命に弄ばれる美しく可

哀相な芸人たち。宮崎駿さんの映画に登場す

る、外見は平凡でも心が強く善良な女の子た

ち。これらの風景や人物に私は感動して泣き

ました。

　ところが、テレビや本を通じて感じた日本

はとても美しいのですが、やはり私の生活と

は距離があり、なかなか本当の日本社会の実

感が感じられませんでした。そして、偶然に、

うちの大学で働いていたアメリカ人の先生の

話を聞きました。その先生は、「私は中国に来

る前にたくさんのアクション映画を見て、す

べての中国人は武術が出来ると思っていまし

たが、中国に来て、実はほとんどの中国人は

武術が出来ないと分かりましたよ」と言いま

した。「ああ、なるほど。そう言えば、今まで

私が理解していた日本事情もきっと一面的だ

ろうなあ」と、私はそう思って笑いました。

その時から「是非日本に行ってみたい」と願う

ようになりました。

　とうとう去年の8月に日本に来る事が出来

ました。以前、テレビやネットでは感じられ

なかった日本社会が「わーっ」と目の前に広が

りました。澄んだ空気、狭いけどきれいな道、

左側を走る小さい玩具のような車。アニメの

中でよく聞いた電車の音、うるさいほどのカ

ラスの声も、どんどん耳に入りました。その

瞬間はまるで夢を見ていたようです。�

　日本に来て５か月になります。今の私は更

にオープンな心を持つようになりました。「オ

ープンな心」というのは、世界の違う国に対し

て「もっと知りたい、もっと知りたい」と思う

気持ちです。日本に来たのをきっかけに、ド

イツと韓国から来た交換留学生と知り合った

り、アメリカ人の先生や留学経験が豊富な日

本人の先生たちの授業を受けたりして、日本

以外の他の国の事も分かるようになりました。

特に、ドイツの留学生と話しているうちに、

西洋人の緻密な考え方に気づきました。世間

話をする時でも、私は論理的な話をするよう

に気をつけます。時々、何か論理に合わない

話をしてしまったら、「変だな」とドイツの留

学生に言われることがあるからです。

　このように、日本語の勉強を通して世界に

興味を持つようになりました。今の考えでは、

もし世界を大きな城に例えれば、それぞれの

国が城の一つ一つの部屋だと思います。そし

て、各国の言語は部屋と部屋の間の窓だと言

えるでしょう。私は日本語を通じて１つの窓

を開け、中国とは異なる、別の美しい風景を見

ました。「やっぱり違うなあ」と思って、更に

別の風景を見たいと思うようになりました。

　私がこのように思うようになったのも日本

語のおかげです。そして、これからの人生の

先にもきっと、この縁のおかげで、多くの驚き

や喜びがあると思います。

　以上です。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　  孫 凌雲様

　皆さん、こんにちは。

　いつの間にか、日本に

来てもう５か月になりま

した。日本に来る前に一

番心配したのは、もちろ

ん食事のことです。でも

今、日本の食べ物にすっ

かりと慣れました。生た

まご以外は全部食べられ

ます。特に納豆と刺身が大好きになりました。

私はおいしい料理が大好きです。そして料理

を作ることも好きです。今日は日本と中国の

食文化についてお話したいと思います。

　日本と中国の人々は同じアジアに住んでい

ます。両国の文化には似ているところもあり

ますが、やはり違っているところもずいぶん

あります。ここで日本と中国の料理の特徴に

ついてご紹介致します。

「中国人は鼻で料理を食べ、日本人は目で料

理を食べる」と言われています。初めてこの

言葉を聞いた時、私はびっくりしました。ど

うして日本人は目で料理を食べるのでしょう

か。日本へ来て日本料理を食べてやっと分か

りました。日本人は料理の色の組み合わせや

見た目を重視して、いつもたくさんの美しい

お皿を使います。私はいつも、日本の鮮やか

で美しい料理をうっとりしながら食べます。

それと比べて中国人は、形より料理の味を重

視します。私は両方の料理が好きです。

　料理の特徴だけでなく、マナーも異なると

ころがあります。

　食事をする時、日本ではみんなで「いただ

きます」と言います。そして食事の終わりに

「ごちそうさまでした」と言います。しかし、

中国では何も言いません。２年前に初めて日

本人の先生と中国で一緒に食事をしました。

その時、私は恥ずかしくてなかなか言えなくて、

自分でも聞こえない声で「いただきます」と

言いました。でも今、この言葉が好きになって、

一人で食事をする時でもはっきりと「いただ

きます」と言います。食べることもこの言葉

で楽しくなります。

　ラーメンを食べる時、中国では音を立てて

はいけませんが、日本では音を立ててもかま

いません。それは「おいしい」という意味が

あるからです。

　また、ごちそうになった時、中国人は料理

を少し残します。それは「もう、いっぱいに

なった」という意味になるからです。しかし、

日本では「その料理は好きではない」という

意味になります。

　このように、日本と中国の習慣やマナーに

いろいろな違いがあります。一緒に食事をす

る時、お互いに気をつけなければなりません。

食文化に限らず、日本と中国との間には異な

る文化や習慣がかなり多いです。食文化のよ

うに、私はもっともっと学んで、いろいろ知り

たいです。そして、日本と中国との架橋に私

はなりたいです。

　ご静聴どうも有難うございました。

　今日の食べ物、とてもおいしかったです。

ごちそうさまでした。

◎入賞者への質問　　　　　  中里（昌）委員長

「それぞれ国に帰られて何を目標にされてい

ますか」

孫様　私は料理を作る事が大好きです。今、

中華料理店でアルバイトをしています。料理

の作り方を勉強して自分のレストランを営み

たいです。この夢が実現したら是非私のレス

トランに来てください。

宋様　今の私の夢は通訳者になる事です。な

かなか難しく、今の私の日本語のレベルはか

なり低くて、叶えられるかな、と思っています。

金様　私は大学の教授になる事を夢見ていま

す。何故かと言うと、今の平成の子どもたち

に私のように留学をさせたいと思っているか

らです。「世界は広いんだ」っていう事を分か

らせたいと思うので、大学の教授になる事を

目指しています。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 小谷野君、柏木君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

第２４８１　例会
３月７日（１、水）
当番　川口君、増島君

卓話「飯能の県土整備事業について」

第２４８０　例会
２月２９日
（５、水）

例会取消
（定款による） 飯能県土整備事務所所長西成秀章様

【四つのテスト】

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

健闘賞 様
（韓国／駿河台大学心理学部２年）�

飯能ロータリークラブ賞

優秀賞 様

様
（中国／聊城大学交換留学生）

（中国／聊城大学交換留学生）

日本語スピーチコンテスト
入賞者講演

ＳＵＮ　ＬＩＮＧＹＵＮ

ＳＯＮＧ　ＨＥ

ＫＩＭ　ＹＥＯＮＡＨ

孫 凌雲

宋 賀

金 延娥



・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・ビジター　高塚美保子様（引率者）�

・卓　話　金延娥様　宋賀様　孫凌雲様

【会長報告】

　孫さん、宋さんは中国・聊城（リャオチョン）

大学から来られました。青島（チンタオ）のある

山東省。予報では今日８時の温度は－９℃、

昼間は２℃、飯能よりも寒いです。スケート

選手と同じ名前の金さんはソウルから。心理

学を学ぶ２年生です。駿河台大学ＨＰには昨

年のスピーチコンテストも、ロータリー財団

国際親善奨学生の募集も載っています。英国、

米国に提携校があり半年から１年位、毎年、学

生が留学している。私も昔だったら駿大に入

って留学に行けたかなと思っております。

　先週、地区の職業奉仕セミナーに小谷野委

員長と参加。昨年度募集していた『我等の生業』

という本が出ました。地区（５３クラブ）の３８ク

ラブ、７４名の方が書かれました。飯能からは

小谷野委員長、吉田（行）会員、中里（昌）パスト会長

が投稿。吉田（行）会員はこの前の卓話の内容

を主に書かれていました。

　中里（昌）パスト会長は“織物１４０年”という

ことで、コンピュータを８０年代に早々に購入

（当時２０００万円）、思い切って投資した事、リ

ースの終わった頃には同じようなコンピュー

タが普及して２０万円になってしまっていた事、

そこで“製造業もハードだけではなくソフト

面が大事だ”ということを学んだ事等、書か

れていました。

　小谷野委員長は４０年前に乗馬クラブを始め、

土地は広く立地条件は良かったが、なかなか

お客さんが来ず、１０年間は大変な年だった。

借金も途中からは元本も返せず、利息も十分

返せない状態に。その後、有名な乗馬指導員が

１名入り一時大変良かった。しかし、その方も

いつの間にかヘッドハンティングされ、また

同じような状態に。それでもその後、大阪の乗

馬クラブと提携、従業員も交えてＰＣでの顧

客管理を集中的にやったところ、ようやく軌

道に乗ったという事が書いてありました。一見、

悠々としていても大変苦労があったんだなと

いうことがよく分かりました。

　この『我等の生業』は、書いた方と会長幹事、

職奉委員長に各１部頂きましたが、非常に内

容も良く、業種も多いので、クラブで買えれば

全員に配りたいと思います。

【幹事報告】

・２／１９（日）ＩＭ  １２：３０飯能駅南口集合

・４／５～１１ＧＳＥメンバー１名（女性・看護

　師）を飯能クラブで受け入れ。ホームステ

　イ（４／５～８）のご協力お願いします。�

・週報：所沢、入間ＲＣ�

◎例会変更のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�

・２／２３（木） 企業見学�

・３／２９（木） 移動例会�

【委員会報告】

◎次年度ロータリー財団委員会　　　田辺君

　２／４地区ロータリー財団部門セミナーに

安藤会長エレクトと出席。Ｒ財団は「未来の夢

計画」を立ち上げ推進します。これは「ロータ

リアンが人々の健康状態を改善し教育への支

援を高め貧困を救済する事を通じ、世界理解、

親善、平和を達成出来るように」するもので、

人道・教育的プログラムを重点的に行ってい

くという事でした。また、補助金制度が変わり

「新地区補助金」は申請方法が簡素化、使い易

くなります。「２年サイクル制」になるため１３～

１４年度については１２～１３年度に申請しなけ

ればならない（安藤年度に申請しないと翌年度、

補助金が出ない）。“次年度の計画の申請をする”

とご理解頂きたい。他地区では補助金を１００

％利用しているが、当地区では利用が少ない。

他地域のように全額支給ではなく、補助金の

５０％を各クラブで負担するためか。これは“ガ

バナーを飯能から出さなければ改善出来ない”

というところです。新設「ロータリー年金」は

年５％という高利回り。ただしそのロータリア

ンが亡くなった時には財団に全額を寄付しな

ければなりません。“それでこそロータリアン”

という事です。「ロータリーカード」は利用額の

０．３％がロイヤリティーで財団に入り、個人

の年次寄付に実績として加算されます。

◎職業奉仕委員会　　　　　　　　小谷野君

　吉島会長と地区職業奉仕セミナーに行って

参りました。会長報告の通り、「代表作に選ば

れたらどうしよう」とドキドキしていたので

すが飯能からは選ばれませんでした。読んで

みると飯能の文の方がいいのかなと。先にお

読みになりたい方はいつでも貸し出します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

２／２（第３Ｇ）前島君

２／４（ガバナー）吉島君、安藤君、小谷野君

　　　　　　　　田辺君

２／７（日高）田辺君

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう�

　齋藤君、大附君、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�

　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�

・駿河台の高塚先生、留学生の皆様、ようこそ。

　本日は宜しくお願い致します。

　　市川（洋）君、吉島君、吉田（武）君、間邉君

　　土屋（崇）君、和泉君�

・入会記念祝、有難うございました。

　　　  細田（吉）君、齋藤君、大附君、馬場君

　　　  矢島（高）君、川口君、大野君�

・誕生祝、有難うございました。

　細田（吉）君、矢島（高）君、小崎君、小久保君�

・結婚記念日祝、有難うございました。

　　　　　　齋藤君、大木君、小崎君、森君�

・妻の誕生日祝、有難うございました。

　　　  橋本君、細田（吉）君、木川君、小川君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　　　　　　　  土屋（良）君、大野君�

本日計７４，０００円、累計額８１２，１１２円。

◎２２日例会当番は神田（敬）会員、小久保会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　  中里（昌）国際奉仕委員長

　恒例となりました駿河台大学での留学生の

日本語スピーチコンテスト。毎年、入賞者を

お呼びして卓話を頂いています。「短期間でよ

くぞここまで覚えてくれたな」と感心し、また、

日本文化に対する洞察力も素晴らしいものを

持っておられます。１０名の発表者から３名

をお招きしました。

駿河台大学学務部国際交流課

高塚美保子様

　毎年お招き頂きまして

誠に有難うございます。

本学では留学生が１５０名

程在籍しております。今日

３名のうちキムヨナにつ

きましては、本学で学位

を取るため１年生から入

学し４年生まで在籍。心理学部には留学生は

ほとんど居ないのですが、その中で一生懸命

頑張って日本人学生に負けない位優秀な成績

を修めています。ソンリョウウンとソウガに

つきましては、２００１年から中国の聊城大学と

本学は交換留学制度を結んでおり、そこから

毎年３～４名が１年間（９～７月）、在籍して

おります。コンテストは１２月。本人達は８月下

旬に留学が始まったのですが一生懸命日本語

を勉強し、４か月程で立派な成長を遂げ、とて

も良いスピーチを披露させて頂きました。

　本学「日本語スピーチコンテスト」ではいつ

も飯能ＲＣから多大なるご協力ご支援を頂き

教職員共々誠に感謝しております。

　　　　　　　　　　　　　　  金 延娥様

　こんにちは。

　本日、原稿が変わりま

したので、少し見ながら

という形になります。

　日本へ来てもう少しで

４年になります。１年、

１２か月が４回も回った

証しです。

　これまで私は韓国では

経験出来なかった事を日本で体験するように

なりました。親離れやアルバイト、外国人と

の付き合いなど、社会経験がない私にはとっ

ても不安な気持ちでいっぱいでした。それに

もかかわらず、来日した初めの頃は、精一杯

いろいろな事にチャレンジしてみようという

思いが強かった私は、青春期の好奇心旺盛な

中学生の男の子のようでした。

　しかし、今は日本に慣れ過ぎたせいなのか

ふっと鏡に映った自分を見て、「あなた、きら

きらしていた、ダイヤモンドより輝いていた

あの時の目、今は腐っている魚のような目に

なってどうしたの？」。自信のない醜い自分

が重なって見えました。

　ある日、ある人たちに出会いました。彼女

たちは１コ下の、二十歳になったばかりのか

わいらしい女子大学生です。お互いの存在を

知ったのは１年前のスピーチコンテスト。第

一印象は、スピーチの事でとても緊張していて、

少しでも空き時間を利用して練習に練習を繰

り返している頑張りやさんでした。さまざま

な交流会での活動を通じて、彼女たちのこと

が少しずつわかるようになりました。

　ただ単に「日本語専攻だから日本に来た」と

いうことではなく、本物の日本文化に触れ合

ってみて、大好きな日本語を日本人のように

声に出してしゃべってみたいと思う彼女たち。

　彼女たちの目はとても輝いていて、「せっか

く日本に来たから日本の文化とか日本人との

交流とか、いろいろやってみたいです」と、

幸せいっぱいの笑顔で私を見て笑ってくれま

した。そんな彼女らを見ていたら、４年前の

自分が重なって見えました。

「お前、何しとる？　恥ずかしくないのか？

ほら、彼女たちを見て、何か気づくことない？

お前も今からでも間に合うから、何ごとでも

ポジティブで頑張るんだ！」と、奥深く眠っ

ていた自我を起こしてくれた彼女たちでした。

　これからも彼女たちが中国に帰る前に様々

な思い出を作ってあげたいと思っています。

　続きましては、私のスピーチの主人公の孫

さんと宋さんのスピーチ。面白い話題なので

ぜひ楽しんでください。

　ご静聴有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　  宋 賀様

　皆さん、こんにちは。

よろしくお願い致します。

　私は時 、々人生は本当に

面白いものだと思います。

３年前に、まだ高校生の

私は、教室に閉じこもっ

て大学入学試験のために

一生懸命数学や物理の問

題と戦っていました。そ

の時の私には、日本語でしゃべったり、日本で

暮らしたりすることになるだろうなんて想像

も出来ないことでした。

　もともと語学に興味がある私は大学に入っ

てから日本語を勉強し始めました。中国に居

た時、先生はよく「日本語だけを勉強しては

いけません。日本語の背後にある日本文化や

歴史、日本社会をよく理解しなければなりま

せん」とおっしゃいました。そこで、日本社

会をよく理解するために、手当たり次第いろ

いろな映画を見たり、本を読んだりしました。

これらから日本についての最初のイメージを

得ました。例えば、『秒速５センチメートル』

という映画の中の、雪みたいに落ちる美しい桜。

芥川龍之介の『蜜柑』のなかで、見送りに来た

弟たちに蜜柑を汽車の窓から投げた女の子。

川端康成が書いた、運命に弄ばれる美しく可

哀相な芸人たち。宮崎駿さんの映画に登場す

る、外見は平凡でも心が強く善良な女の子た

ち。これらの風景や人物に私は感動して泣き

ました。

　ところが、テレビや本を通じて感じた日本

はとても美しいのですが、やはり私の生活と

は距離があり、なかなか本当の日本社会の実

感が感じられませんでした。そして、偶然に、

うちの大学で働いていたアメリカ人の先生の

話を聞きました。その先生は、「私は中国に来

る前にたくさんのアクション映画を見て、す

べての中国人は武術が出来ると思っていまし

たが、中国に来て、実はほとんどの中国人は

武術が出来ないと分かりましたよ」と言いま

した。「ああ、なるほど。そう言えば、今まで

私が理解していた日本事情もきっと一面的だ

ろうなあ」と、私はそう思って笑いました。

その時から「是非日本に行ってみたい」と願う

ようになりました。

　とうとう去年の8月に日本に来る事が出来

ました。以前、テレビやネットでは感じられ

なかった日本社会が「わーっ」と目の前に広が

りました。澄んだ空気、狭いけどきれいな道、

左側を走る小さい玩具のような車。アニメの

中でよく聞いた電車の音、うるさいほどのカ

ラスの声も、どんどん耳に入りました。その

瞬間はまるで夢を見ていたようです。�

　日本に来て５か月になります。今の私は更

にオープンな心を持つようになりました。「オ

ープンな心」というのは、世界の違う国に対し

て「もっと知りたい、もっと知りたい」と思う

気持ちです。日本に来たのをきっかけに、ド

イツと韓国から来た交換留学生と知り合った

り、アメリカ人の先生や留学経験が豊富な日

本人の先生たちの授業を受けたりして、日本

以外の他の国の事も分かるようになりました。

特に、ドイツの留学生と話しているうちに、

西洋人の緻密な考え方に気づきました。世間

話をする時でも、私は論理的な話をするよう

に気をつけます。時々、何か論理に合わない

話をしてしまったら、「変だな」とドイツの留

学生に言われることがあるからです。

　このように、日本語の勉強を通して世界に

興味を持つようになりました。今の考えでは、

もし世界を大きな城に例えれば、それぞれの

国が城の一つ一つの部屋だと思います。そし

て、各国の言語は部屋と部屋の間の窓だと言

えるでしょう。私は日本語を通じて１つの窓

を開け、中国とは異なる、別の美しい風景を見

ました。「やっぱり違うなあ」と思って、更に

別の風景を見たいと思うようになりました。

　私がこのように思うようになったのも日本

語のおかげです。そして、これからの人生の

先にもきっと、この縁のおかげで、多くの驚き

や喜びがあると思います。

　以上です。有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　  孫 凌雲様

　皆さん、こんにちは。

　いつの間にか、日本に

来てもう５か月になりま

した。日本に来る前に一

番心配したのは、もちろ

ん食事のことです。でも

今、日本の食べ物にすっ

かりと慣れました。生た

まご以外は全部食べられ

ます。特に納豆と刺身が大好きになりました。

私はおいしい料理が大好きです。そして料理

を作ることも好きです。今日は日本と中国の

食文化についてお話したいと思います。

　日本と中国の人々は同じアジアに住んでい

ます。両国の文化には似ているところもあり

ますが、やはり違っているところもずいぶん

あります。ここで日本と中国の料理の特徴に

ついてご紹介致します。

「中国人は鼻で料理を食べ、日本人は目で料

理を食べる」と言われています。初めてこの

言葉を聞いた時、私はびっくりしました。ど

うして日本人は目で料理を食べるのでしょう

か。日本へ来て日本料理を食べてやっと分か

りました。日本人は料理の色の組み合わせや

見た目を重視して、いつもたくさんの美しい

お皿を使います。私はいつも、日本の鮮やか

で美しい料理をうっとりしながら食べます。

それと比べて中国人は、形より料理の味を重

視します。私は両方の料理が好きです。

　料理の特徴だけでなく、マナーも異なると

ころがあります。

　食事をする時、日本ではみんなで「いただ

きます」と言います。そして食事の終わりに

「ごちそうさまでした」と言います。しかし、

中国では何も言いません。２年前に初めて日

本人の先生と中国で一緒に食事をしました。

その時、私は恥ずかしくてなかなか言えなくて、

自分でも聞こえない声で「いただきます」と

言いました。でも今、この言葉が好きになって、

一人で食事をする時でもはっきりと「いただ

きます」と言います。食べることもこの言葉

で楽しくなります。

　ラーメンを食べる時、中国では音を立てて

はいけませんが、日本では音を立ててもかま

いません。それは「おいしい」という意味が

あるからです。

　また、ごちそうになった時、中国人は料理

を少し残します。それは「もう、いっぱいに

なった」という意味になるからです。しかし、

日本では「その料理は好きではない」という

意味になります。

　このように、日本と中国の習慣やマナーに

いろいろな違いがあります。一緒に食事をす

る時、お互いに気をつけなければなりません。

食文化に限らず、日本と中国との間には異な

る文化や習慣がかなり多いです。食文化のよ

うに、私はもっともっと学んで、いろいろ知り

たいです。そして、日本と中国との架橋に私

はなりたいです。

　ご静聴どうも有難うございました。

　今日の食べ物、とてもおいしかったです。

ごちそうさまでした。

◎入賞者への質問　　　　　  中里（昌）委員長

「それぞれ国に帰られて何を目標にされてい

ますか」

孫様　私は料理を作る事が大好きです。今、

中華料理店でアルバイトをしています。料理

の作り方を勉強して自分のレストランを営み

たいです。この夢が実現したら是非私のレス

トランに来てください。

宋様　今の私の夢は通訳者になる事です。な

かなか難しく、今の私の日本語のレベルはか

なり低くて、叶えられるかな、と思っています。

金様　私は大学の教授になる事を夢見ていま

す。何故かと言うと、今の平成の子どもたち

に私のように留学をさせたいと思っているか

らです。「世界は広いんだ」っていう事を分か

らせたいと思うので、大学の教授になる事を

目指しています。

飯能ロータリークラブ会報

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 小谷野君、柏木君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

世 界 理 解 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～
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例会場：マロウドイン飯能

晴

第２４８１　例会
３月７日（１、水）
当番　川口君、増島君

卓話「飯能の県土整備事業について」

第２４８０　例会
２月２９日
（５、水）

例会取消
（定款による） 飯能県土整備事務所所長西成秀章様
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