
・点　鐘　間邉副会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト斉唱　田辺職業奉仕委員

・卓　話　飯塚陽子様　 小形 経様

　　　　　李燕超さん 李傑さん 劉静茹さん

　　　　　呂琰さん　孔徳壮君

【会長報告】 　　　　　　　　 間邉副会長

　第１０回理事会開催。詳細は副幹事より。

【幹事報告】　　　　　　　　　 高橋副幹事

・第１０回理事会にて、議事録、４月のプログラ

　ムおよび前久保様、坂本様、２名の方の入会

　承認。紹介者は矢島（巌）、石井会員。

・米山記念奨学生の受け入れ決定。ベトナム

　からの留学生（２１才・東京国際大学国際関

　係学部３年）で土屋（良）会員が１年間担当。

・東清州ＲＣ創立４５周年式典への招請状に

　対し理事会で検討の結果、４／３清州・ラ

　マダホテル（１９時～）へ代表団を派遣する

　事に決定。参加される方は「今日中に」私

　までお知らせ下さい。

・４／２清河園１８時半～次年度役員委員長

　顔合わせ会。急な欠席連絡は清河園まで。

◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・３／１７（月） 例会取消（定款６-１-Ｃ）
・３／３１（月） 振替休会　３／２９（土）観桜会
・４／２８（月） 移動例会
◇入間南ＲＣ
・３／１５（土） 加治丘陵清掃
・３／１８（火）　３／１５（土）に例会変更

・３／２５（火）　花見家族例会
　　　　　　　掬水亭　点鐘１８時半
・４／１５（火）  入間ＲＣとの合同例会
　　　　　　　丸広７Ｆさくら草ホール
　　　　　　　点鐘１８時半
・４／２２（火）  インターアクトクラブとの合同例会
　　　　　　　狭山ヶ丘高校視聴覚教室
　　　　　　　点鐘１７時半
・４／２９（火）  例会取止（定款６-１-Ｃ）

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　中山君

　飯能日高ＲＣ合同親睦ゴルフ会にご参加下さ

い。３／２６合同夜間例会の出欠は雨間委員へ。

【出席報告】無断欠席なし　　塩野出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

３／３（ベトナム）吉田（武）君、小谷野君

　　　　　　　　　藤原君

【ＳＡＡ報告】 　　　　　　 矢島（高）副ＳＡＡ

◎ニコニコＢＯＸ

・駿河台大学の皆さん、ようこそ。　吉島君

・３／１次男が結婚しました。祝電を頂き有

　難うございました。　　　　　　　田辺君

・入会祝い有難うございました。　　服部君

・早退　　　　　　　　　　　　　細田（伴）君

本日計１４，０００円、累計額９７０，１３６円。

◎１２日例会当番は吉澤、安藤会員です。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

当 番 矢島（高）君、吉田（行）君

第 例会
識 字 率 向 上 月 間

継続　変革　簡素　充実

吉 田 武 明 山 岸 敬 司

例会場：マロウドイン飯能

雨

中　　井　　眞　一　郎

ロンＤ．バートン

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率



【卓　　話】

講師紹介　　　　　　  市川（洋）国際奉仕委員

　昨年１０月、駿河台大学日本語スピーチコン

テスト入賞者と、昨年８月、飯能市でのコンテ

スト（間邉会員も審査員として参加）で最優秀

賞だった小形様に来て頂きました。８年前、飯

能に来られた小形様は、日本人の夫君、ご長男

（７才）と岩渕にお住まい。読書、散歩、ハイキン

グが大好きで飯能が気に入っているようです。

近所の人が優しく、交流出来ればとの事です。

◎駿河台大学国際交流課　飯塚陽子様

　本学学生４０００名弱の

うち１６３名が留学生。中

国からが８割強、次いで

ネパールが１５名。ベトナ

ム、モンゴル等からの留

学生もおります。来年度

も１名、米山奨学生を採用

頂き有難うございます。

留学生は３種類に大別さ

れます。１年次から４年間在籍する者と、３年

次から２年間在籍する「編入生」、そして本日

引率した、１年間在籍する「交換派遣留学生」。

これは大学同士の提携によって生まれるもの

で、今回は中国・聊城大学の学生です。

　呂琰（ロ エン）さんは翻訳者になる夢を持っ

ています。李傑（リ ケツ）さんは外交官になる

夢、孔徳壮（コウ　トクソウ）君は卒業後、日本

か中国の大学院に入りたいという夢を持って

います。劉静茹（リュウ セイジョウ）さんは日本

語の先生に、李燕超（リ　エンチョウ）さんは日本

の貿易会社で働きたいそうです。

　私達は日本へ来てもう６か月経ち、いろいろ

なことに気がつきました。９月４日、私達は成田

空港に到着しました。御手洗に入った時、音楽

のボタンがあることに気がつきました。あの

時、どんな音楽ボタンを押すか私は分からなか

ったので慌ててしまいました。でも今、私はも

うわかりました。

　もう１つのことは、日

本人はマナーを重視する

民族だということです。

バスに乗る時、「お願いし

ます」と言います。降り

る時、「ありがとうござい

ます」と言います。日本で

聞きやすい言葉は「あり

がとうございます」や「すみません」や「お疲れ

様」がずいぶん多いです。中国にいた時、私は、

日本は世界中で一番礼儀正しい民族だと聞き

ました。今、私は日本にいるので、この、礼儀

が一番正しい国を身近に感じました。

　もう１つのことは、日本は綺麗な国だと思

います。「綺麗」には２つの意味があります。

１つは、日本人の家に入る時、靴を脱ぐ必要

があります。御手洗に入る時、特別のスリッ

パもあります。今まで私はちょっと慣れてい

ません。次は、日本は美しい国だと思いま

す。日本のアニメは世界中で一番有名です。

アニメの画面が本当に美しいと思います。子

どもの頃、私は『千と千尋の神隠し』という

映画を見ました。あの時、私は驚きました。

「そんなに美しい場所が本当にあるか」という

疑問が出てきました。あの時、私は日本へ行き

たい気持ちも出てきました。今、私は本物の

日本にいるので、街を歩いている時、まるで

アニメの中を歩くように感じます。私は、日本は

世界中で一番美しい綺麗な国だと思います。

　私のスピーチを終わります。ありがとうご

ざいました。

　今日は日本の文化につ

いてお話します。私が興

味を持っている日本文化

は華道です。

 　華道は簡単に言えば、

美しい草を利用して、美

しいものを作り上げる、

日本の伝統技術です。微

妙に移り変わる四季の変化の美しさが日本の

自然の特徴です。こうした恵まれた自然の中

に生活してきた日本人にとって草花は、特に

草は、日常生活に不可欠なものです。華道は

その美しい自然が生んだ日本の伝統芸術で

す。美しい草花を一層美しい物に作り上げて

楽しんでいます。これは決して自然の美しさ

を壊すことではない。人間と自然の間に心を

通わせることを目的として草花に接し、生活

芸術としての華道を作り上げます。

　華道について、古くは「万葉集」「枕草子」

等で記述されています。

　華道は様々な要素によって構成されています。

例えば、花の色、明暗、対称等、更に、花の枝に

日本語スピーチコンテスト
入賞者発表会
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よってそれぞれの異なる美しさがあります。

 花を生ける時、忘れてはならない基本的な

理念は「天、地、人」です。このような理念

を表現するために、次のような花型がありま

す。例えば、上段に高く伸び、主導的な役割

を果たしている部分は「天」です。下段に低い

状態で伸びる部分は「地」です。「天」と「地」の間

の調和を保っている部分は「人」です。

  今は日本に様々な流派があります。それぞ

れの流派は人間と自然の関わりを主題として

華道の研究をしています。私は日本の華道に

興味を持っています。以上です。

　私はいつも「大きな夢

を持っている人だ」と呼

ばれます。子どもの頃か

ら家族に「何の夢を持っ

ているか」ということを

聞かれました。学生時代、

よく先生に「夢を持って

頑張って下さい」と教え

られました。だから子ども

の頃から私は夢を持っていて生きていく人で

す。小さい頃、私の夢は「宇宙の支配者になり

たい」ということでした。そのあと自分の夢は「地

球の支配者」や「国家の大統領」など、だんだん

小さくなりました。今から見るとあの時の私

は本当に可愛いと思います。でも今はもう大人

になって、夢の本質を改めて考え直しました。

　夢は人間にとって誠に大切なものですね。

生まれた時からずっと人間に備わっています。

人間は、親の夢を持ってこの世界に生まれて

きます。それから、自分の夢を持って、この

世界に生きて頑張っていきます。死ぬ時、夢

を子孫に託して、この世界を離れます。「人間

は夢のために生きて、夢のために死ぬ」とい

う言葉も間違いないと思います。

　今でも私の夢は「優秀な人になって世界中の

人に知られる」ということです。いつも自分の

夢を人に教える時、笑われました。よく「叶え

られない」と言われます。でも、叶っても叶わ

なくても構わないでしょう。「自分の夢が叶っ

たどうか」は大事なことではなく、それに向か

って努力することが大事だと思います。偉人

達は成功の前に夢が叶えられるかどうかわか

らなくても、それに向かって行きました。夢

が叶っても叶わなくても一生懸命頑張る人は

本当に夢を持っている人だと思います。

「夢があるから人間は生きていく」という言

葉も間違いないと思います。皆さん、人生は

まだまだ長く、自分の夢のために、家族の夢

のために、世界の夢のために、一生懸命頑張

りましょう。

　以上です。スピーチ終わります。ありがと

うございました。

　　

　去年の夏、母親の誕生

日が近づいて、プレゼン

トに何が良いか分から

ず、母に「お母さん、何

が一番うれしいですか。

何が必要ですか」と聞き

ました。実は、香水やネッ

クレスなどを買ってあげ

るつもりで質問したので

すが、彼女は「あなたが大学を卒業して、ちゃん

とした仕事に就いて、結婚して、かわいい孫の

世話をするのが私にとって一番の幸せです」

と言いました。それを聞いて私はしばらく黙

り込んでしまいました。何故なら私の今まで

考えていた理想的な幸福の姿が５秒でなくな

ってしまったからです。 

　実は「幸福」という概念は人によってそれ

ぞれ違うと思います。例えば、幼い子は「キャ

ンデー」だけで幸せになります。お腹がいっ

ぱいになれば一日幸せでしょう。ただ、残念

なことに、自分の幸せを何か物質的なもの、

すなわち、お金、車、立派な家などに見出し

ている人が多いです

　人は常に自分の幸福を望むものですが、自

分が幸福かどうかを見分けることが出来るわ

けではありません。例えば、目の見える人間

は「見えるという幸福」を知らずにいます。

みんなそれぞれ優しい親、かわいい子ども、

健やかな体、素晴らしい知恵などを手に入れ

ています。考えてみたらそれらこそ私達の真

の幸福ではありませんか。物質的な幸福は生

活にわずかな便利さだけを与えます。私達は

本は買えるけど、知識は買えません。家は買

えるけど、家庭は買えません。薬は買えるけ

ど、健康は買えません。山ほどのお金がある

けど、幸福は絶対に買えません。

　幸福は空気のようなもので、普通、誰もその

存在に気がつきません。幸福を感じられるも

のは、全て私達の手の中にある、というのに。

有名なフランスの哲学者アランはこう言って

います。「人は幸福だから笑うわけではない。

むしろ、笑うから幸福なのです」。私はこう思

います。「自分の幸福を探すこと、理想的な幸

福への努力こそ真の幸福」なのです。

　以上で終わります。ありがとうございました。

　日本に来てから、もう半年になりました。

日本に来る前に「日本はどんな不思議な国かな」

と自分で想像しました。着いたら、やっと自分

の目で日本の不思議な姿を見ました。緑に囲

まれている日本は本当に森の世界だと感じま

した。いつも映画やアニメで見た、緑の日本

■健闘賞

■飯能ロータリークラブ賞

夢の意味 孔徳壮君（２０）

劉静茹さん（２０）幸福とは何ですか

李燕超さん（２０）不思議な国－－日本



の本当の姿をようやく自

分の目で見ました。すご

く感動しました。

　それに、６０、７０才のお

年寄りもしっかり外国語

を勉強する姿を見ると驚

きました。何故かと言う

と、一般的には中国のお

年寄りが定年になったら

勉強も仕事もあんまりしないようにします。

だから、日本のお年寄りの“生きる限り学び

続ける”という姿に私は励まされています。

　また、日本人はみんなしっかりルールを守

ることも感心しました。例えば、電車やバス

に乗る時、ほかの人に迷惑を掛けないように

決して電話を掛けないことです。更に、

街の方です。中国の街と比べたら日本

の方ははるかにきれいで静かです。

　日本が教えてくれたことは「厳しい」という

言葉が、真剣さや誠実さに通じることです。

私の目から見る日本人は、意識せずにやって

いる作法やマナーに相手への思いやりが込め

られています。日本が好きなのは、日本人が

いつも優しくてくれたからです。日本の留学

生活にもう慣れました。だからこそ、日本人

と付き合うに従って不思議なことがたくさん

感じられます。そして、日本に留学出来て本

当に幸せだと思います。これからこの留学の

チャンスを生かして勉強して、日本の実際の

姿と日本人の優しさを中国の友達に教えたい

です。日本の優れているところもたくさんの

中国人に伝えたいです。

　以上です。ありがとうございました。

※次週の例会案内は省略。

■最優秀賞

小形　経 様

交流は挨拶から始まる

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

橋 本 君
平 沼 君

［会報･広報］

半 田 君
服 部 君

［プログラム］

細田（吉）君
石 井 君

［プログラム］
市川（洋）君
和 泉 君

［プログラム］

卓話「銀行におけるサービス改革」

卓話「ベトナム視察報告」
藤原秋夫会員

埼玉りそな銀行 飯能支店
支店長山崎  真様

卓話「（検討中）」
国士舘大学 教授

考古学博士

飯能ＲＣ 国際奉仕委員長

卓話「伊勢神宮について」

山岸敬司会員飯能ＲＣ 幹事

～親睦旅行に向けて～

須田  勉様

福 島 君
細田（伴）君

［ 雑 　 誌］
卓話「吾野 限界集落について」

岡部常高様

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】

　青島（チンタオ）

ビールで有名な、

中国・山東省から

参りました。山東

省は孔子のふるさとでも

あります。中国で一番有

名な「泰山」という山もあ

ります。泰山は中国語で「タイシャン」と言い

ます。泰山は中国で一番尊敬されている山です。

平成１７年１０月に主人と私の結婚披露宴を

マロウドイン飯能で行いました。今日ここで

スピーチをする事をとても嬉しく思います。

ありがとうございます。

　日本に来て早８年になりました。今でこそ

楽しい毎日を送っていますが来たばかりの頃

は寂しい想いをする事もありました。周りの

人達と話をしようと思ってもなかなか出来ま

せんでした。何故なら日本語は話せるけど発

音が上手く出来なくて、挨拶をするのも話を

するのも恥ずかしかったからです。徐々に寂

しくなってホームシックに罹ってしまいました。

　ある日、すれ違った近所の人に「こんにちは」

と挨拶をされました。私も「こんにちは」と挨拶

をしました。自然に言えました。発音が上手い

かどうかを忘れて大きい声で言いました。そ

うしたらお互い笑顔になりました。とても楽

しい気分でした。あの時、私は「周りの人達に

挨拶をしよう」と決めました。勇気を出して

挨拶をしたら徐々に周りの人達と会話が出来

ました。「日本語教室があるので通ったらどう

でしょうか。友達が増えるよ」とか、「お子さ

んとたまに児童館に遊びに行ったらいいと思

うよ。いろんなおもちゃがあるし先生もいらっ

しゃるので、子どもは喜ぶよ」等と声を掛けて

もらって、いろいろな情報が得られました。

生活の中であった疑問も解けました。例えば

「日本人は会話の中で何故ソフトな言い方を

するのか」という事。それは相手の気持ちを一

番大事にして話をしているからです。会話をす

ればする程、日本語が上達して友達も増えて、

周りの人達との交流が深まりました。いろい

ろな社会活動にも参加して視野も広くなりま

した。日本での生活はもっと楽しくなりました。

　国が違っても皆、同じ人間ですから、挨拶

をすれば会話に繋がる。会話をすれば疑問が

解ける。疑問が解けると理解が生まれる。そ

して、理解があればこそ仲良くなれるのでは

ないでしょうか。ですから、私達外国人自身

は、まず先に挨拶をしましょう。交流は挨拶

から始まるのですから…。

　ご静聴ありがとうございました。

→


