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“ 奉仕を通じて平和を ”

田 中 作 次
鈴 木 秀 憲

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求
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安 藤 泰 雄

島 田 秀 和
当 番 半田君、服部君

・点 鐘 安藤会長
・ソング 君が代 奉仕の理想
・四つのテスト斉唱 大野職業奉仕委員
・卓 話 黄熙様 王珊珊様 韓克臣様
呉慶美様 張文雅様
【会長報告】
１／３０中里（昌）実行委員長の下、第１回５０周
年実行委員会が開催。山川副会長の年度に盛
大な式典が催されます。
昨年末、駿河台大学留学生日本語スピーチ
コンテストで優秀なスピーチをされた５名の
方に本日はお出かけ頂いています。
【幹事報告】
・２月ロータリーレート１＄＝８８円
・ＩＭ資料配付。
３／９点鐘１３時半。現地集合。
終了後は飯能での懇親会は無し。狭山での
交流会
（１７時半～１９時）
にご参加下さい。
・第９回役員会開催。３月プログラム承認。
小久保会員の休会届は、定款細則第１１条
「出席義務規定の免除」
を適用する事で承認。
◎例会変更のお知らせ
◇狭山ＲＣ
・２／１５（金）２／１２（火）狭山市内３クラブ
合同例会に振替
・３／８（金） ＩＭに振替
・３／２９（金）例会休会（定款６‐１‐Ｃ）
・４／１９（金）４／２０・２１地区大会
・５／３（金） 例会休会（定款６‐１‐Ｃ）

【委員会報告】
◎出席委員会
中里（忠）君
ＩＭは今回、
全員登録。
どうしても参加出来
ない方は２／１３までに当委員会までご報告を。
◎職業奉仕委員会
大木君
２／３国立女性教育会館でセミナー開催。
『我等の生業 第２集』第１～５グループの
各代表が講演。第１Ｇ、
歯科医の女性会員のお
話に感動。高校生の発表もあり有意義なセミ
ナーでした。委員会予算で冊子は配付します。
◎西中野球部
（全国大会出場）
への寄付について
市川（昭）君：飯能西中学校野球部は昨年８月、
県で優勝、関東大会で山梨県代表に勝ち全国
大会出場となりました。出場３２校中、
開催地
静岡４校、他県２８校の１つに勝ち上がったわ
けです。開校４０数年以来初で、父母会で１口
千円の寄付を募集中。
よろしくお願いします。
【出席報告】無断欠席なし

川口出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
２／１（狭山）土屋（良）君
２／４（地区）大木君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ

け入れられる人になれたらと思っていたので、
今回それを中心にして発表したいと思います。
私はここで生活して感じた事が大きく２つ
あります。１つは、日本だけではなくいろん
な国への理解が深まった事です。ここに来る
までは単純に、日本への理解が深まるだろう
と思っていたのですけれども、日本語の授業
を一緒に取っているドイツやスロバキア、中
国などのいろいろな学生達との話を通じて、
例えば、中国人はご飯の代わりに餃子を食べ
るとか、ヨーロッパ人は水より普段、炭酸水
を飲むとかの話をしながら、自分の知ってい
る世界が広がる感じがしました。
もう１つは、人との付き合いの幅が広がっ
た事です。韓国に居た時は同じ大学生との交
流がほとんどだったのですが、ここに来てか
らは、外国人という立場だったからなのか、
いろいろな年代の方とも会える機会がありま
した。韓国にずっと居たらたぶん絶対経験出
来ない事だし、特に、両親より年上の方とも
会える機会があったのですけど、その方たち
からの「何かを得るためには何かを諦めなけ
ればならない時もあるのよ」みたいなアドバ
イスもされてて、今までとは…広い視野で周
りの事を見るようになったと思います。
以上の２つの事を通じて、日本に来る前と
比べて今の自分が見ている世界はもっと広く
なったと思います。
今月で帰りますけど、
帰っ
てからももっとオープンな人になって生きて
いきたいなと思ってます。
堀江様／張さんの好きな言葉は「学問には王道
なし」
。
テーマは
です。
張様／皆さんこんにちは。中国からの交換留
学生の張文雅（チョウ ブンガ）と申します。初
めまして。よろしくお願いします。
これから、日本のトイレについて私が感じ
た事を発表させて頂きます。
まず、私が私の耳で聞いた日本のトイレの
話をしたいと思います。私は中学生の時、
日本
のトイレについての話を聞きました。それは、
大学卒業後、帝国ホテルに就職したある女性
の話です。その女性は最初やった仕事はトイ
レ掃除だったそうです。お嬢様として育てら
れた彼女は最初、トイレに入ると気分が悪く
なってしまいました。
でも、
男性の先輩が、
自分
が何回も掃除したトイレの水を飲んでみせま
した。女性は感心して、
プライドを持って自分
が何回もきれいに掃除したトイレの水を飲ん
だ事まであるという話です。その後、
私は
「日
本のトイレは何ときれいなものだろう。絶対
日本のトイレを見てみよう」と思っていました。
ところで、去年の９月４日に私は日本へ留
学に来ました。駿河台大学に来てから、ある日、
友だちと一緒に遊びに行く前に私は学生寮の
１階のトイレに行きました。用を済ませて水

を流そうとした時、目の前にはボタンが１０
個位あって、どちらを押せばいいかが分から
なかったです、
その時。私は試しに１つのボタ
ンを押すと水が流れる音が聞きました。私は
もう一度、
赤い非常ボタンを押して、
ザーッと
大きな声で、
私はびっくりしました。やばい、
何か壊れちゃったの？ しばらく後で、
…の職
員さんが来ました。私は恥ずかしくて「すみ
ません、トイレの使い方を教えてもらえませ
んか」ときいて、職員さんはとても親切で、
助けてくれました。その後、私はトイレに入
る度に、ちゃんと施設を見て、恥をかかない
ように利用します。
その後は私は毎度日本のトイレに入る度に
感心した事があります。
それは、
お年寄りには
手すり、若い母親には授乳室を設置してあり
ます。そして若い女性には化粧室も設置して
あります。どんな小さなニーズでも１つ１つ
応えるし、どんな人でもトイレを利用出来る
感じがしました。今、私は日本に来てからも
う５か月位経ちました。日本のトイレに行く
事が楽しい事になりました。
堀江様／呉さんの好きな言葉は「我慢」と「頑
張ります」
だそうです。テーマは
です。
呉様／皆さんこんにちは。私は呉慶美（ゴ ケ
イビ）と申します。発表するテーマは「素晴ら
しい日本のお年寄り」です。どうぞよろしく
お願い致します。
１０月１０日の事です。私は初めて
「店蔵絹甚」
という所でボランティア活動に参加しました。
それは「つるし雛」を作る事でした。ボランティ
ア活動場所に着いた時、びっくりしました。
何故かと言うと、そこに居たのはお年寄りば
かりだったからです。私が部屋に入ると、お
ばあさん達は挨拶もそこそこに席を譲ってく
れました。とても元気なおばあさん達と会え
て嬉しくなりました。
挨拶が終わっていよいよ活動が始まりまし
た。あるおばあさんが糸通しの使い方を教え
てくれました。私は「いいえ、大丈夫ですよ、
手で通せますから」
と言いました。
するとその
おばあさんは大笑いしながら「君は若いからね。
私はね、もう老眼になっちゃって、
これが無い
と駄目なのよ」と言いました。二人で笑った
せいか、なんだか会話も盛り上がって来て、
私も気軽に話せるようになりました。
おしゃべりを通して、
おばあさん達は週１回、
このボランティア活動に参加している事を知
りました。しかも一日中だそうです。私は
「お年寄りだからちょっと疲れるんじゃない
かしら」
と思いました。
しかし、
つるし雛を作り
ながらおしゃべりをするお年寄りの幸せな顔
を見ると、自分の考えがどんなにおかしいか
分かりました。社会に役立つ事は最高の幸せ

（前列左から）張様、黄様、王様、呉様、韓様

だということなのでしょう。お年寄りは更にそ
う思うことでしょう。すごく感心しました。
もう１つの体験をお話したいと思います。
この前、
駿河台大学が主催する
「中国語しゃべ
り場」
でもボランティア活動をしました。６０
歳以上の方がたくさん来てくれました。なか
には中国語がペラペラ話せる方も結構いらっ
しゃいました。ある方が教科書を用意してい
て、
そんなに真面目な態度に、
もう言葉で言い
表せないほど感心しました。
中国のお年寄りは定年退職してから、
大体、
孫の世話をしたり、
踊りを踊ったり、
のんびり
と生活をします。ボランティア活動をするな
んて更に珍しい事です。たとえ政府が「終生
勉強」つまり「一生勉強する事が大事だ」と
いう事を呼びかけても、勉強するお年寄りは
あまり居ません。日本のお年寄りは本当にす
ごいですね、
と、私はそう思いました。
「高齢化」と言えば「日本」を思い浮かべます。
社会的にはお年寄りは日本社会の負担になっ
ているととらえられています。しかし私はそ
うとは思いません。正しい礼儀を教えてくれ
て、素晴らしい人生観や価値観を教えてくれ
たのはお年寄りなのです。お年寄りが居るか
らこそ社会がうまく回っていくのです。お年
寄りはそういう大切な存在だと私はそう思い
ます。これからもお年寄りに負けない位、元
気を出して生きていきたいと思います。
堀江様／韓さんの将来の夢は自分の料理店を
開く事だそうです。テーマは
です。
韓様／皆さんこんにちは。私は韓克臣（カンコ
クシン）と申します。中国からの交換留学生
です。今日は私から見た日本人についてお話
したいと思います。では、始めます。
中国人と日本人は顔から見れば違うところ
がそれほど感じられません。黒い髪と黒い
瞳、肌の色も同じです。また、日本文化は中

国文化から大きな影響
を受けたため、
日常の生
活のなかで漢字もよく
使います。
このように、
顔から見ても文化から
見ても共通点が多い中
国人と日本人は実はさ
まざまな違いが存在し
ます。
文化は国によって違
います。日本の文化は
ほかの国に比べてとて
もユニークです。私か
ら見て、日本人には次
の３つの特徴があるよ
うに思います。
１つ目は、日本人の
人間関係です。日本人はよく相手の気持ちを
考え、
相手の立場を考え、本当の気持ちを直接
に口に出そうとはしない事です。それに対し
て中国人は自分の気持ちを隠さず、好きと嫌
い、賛成と反対などをはっきり言います。で
も、両方の性格にはいいところもありますし
悪いところもありますので、中国人の性格と
日本人の性格、
どちらが良い、
悪いとは言えま
せん。
これは、
この２つの民族の性格の特徴で
あり魅力でもあるからだと思います。
２番目は日本人は上の人によく従う事です。
いつも後輩は先輩に「はい、分かりました」
「かし
こまりました」と言います。日本では上司から
指示を受けた時、それが実は自分の業務範囲
でなくてもやる場合がほとんどです。反対
に、
中国では効率を考え、
基本的に自分の業務
範囲でなければ実行する事はあまりありませ
ん。たぶん文化の影響で両国の人には事に対
しての態度が違うのだと思います。
３番目の特徴は真面目でよく働く事です。
毎日、
会社員は夜遅くまでオフィスに居ます。
早く家に帰る事は恥ずかしい事だと思ってい
ます。皆が夜１０時まで働いている国は日本
だけだと思います。
これは私から見た日本人の特徴ですが、ま
だ日本に来て５か月ですからこれは全てでは
ないと思います。これからもいろいろな日本
人の特徴を見ていきたいと思います。
平成２５年３月のプログラム
（ 月間テーマ
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［担当委員会］

神田
（康）
君
木 川 君
（天光）
野村輝史
様［プログラム］

卓 話「大道芸」
（南京たますだれ等）

【四つのテスト】
【結婚・誕生日祝】

ＩＭ 振替日
例会取消（法定休日）
日高ＲＣとの合同夜間例会

小
君
小谷野君

於：ホテル・ヘリテイジ飯能sta. ［親睦活動］
※次週の例会案内は省略。

