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・点　鐘　山川会長
・ソング　君が代　奉仕の理想
・四つのテスト斉唱　川口職業奉仕委員
・卓　話　駿河台大学留学生　６名
　　　　　飯塚陽子様

【会長報告】
　理事会で新入会員候補が出されました。
　式典までちょうど１か月。各委員会の準備
も再度ご検討願いたい。１１日は休会、５０周年
委員会委員長が集まる日です。田中作次氏よ
り私あてに本を頂きました。５０周年予算より
会員全員に購入する事で承認。昨日、飯高チ
アダンス部が善戦して帰国しました。
　

【幹事報告】
　第１０回理事会役員会。前回議事録確認、
４月プログラム承認。５０周年記念式典につい
て３／１８に詳細報告。田中氏の著書は６０冊
購入。日高ＲＣは１０冊。中里（昌）実行委員長
に依頼して頂き自筆のサイン入りです。久方
振りの新入会員候補は大野泰規様：（株）ヴェ
ルペンファルマ代表取締役専務です。皆様の
ご意見をよろしくお願いいたします。
　３／１４ＩＭは南口１２時発。制服着用。第１２
回飯能市生涯学習フェスティバルに１万円寄
付、承認。４／４式典へは日高ＲＣ全員登録。
　３／１８例会時間以外は駿河台大学卒業関連
式典のため当ホテルは１２００名に貸し出し、
お店等使えませんので、例会終わりましても
徘徊等しないよう速やかにお帰り頂きたい。
４／８清河園にて次年度役員顔合わせ会。飯高

チアダンス部渡米に対しては多大なご寄付に
よりクラブとしての寄付は不要となりました。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢西ＲＣ
・４／２１（火）　例会振替（３／１４ＩＭ）
・５／５（火）　 例会取消（定款６－１－Ｃ）
・６／３０（火）　エンディングパーティー
　　　　　　夜間例会　堤新亭

【委員会報告】
◎５０周年登録受付委員会　　　　吉田（武）君
　夫人の出席は２７名。会員で欠席の方は事
務局まで。翌日はコンペ。ご参加よろしく。
◎次期幹事　　　　　　　　　　　土屋（崇）君
　４／８、１８：３０～次年度新役員委員長顔合わ
せ会。役員委員会構成表を本日配付。
◎震災復興元気市について　　　　　服部君
　商工会議所の実行委員会が主催。銀座通
り・大通り・中央公園と、観音寺も会場。慰
霊写経会の参加費１０００円は義援金に。淡路
島カレー、つき立て餅等、歩いてご来場頂き
被災地に元気を送って頂きたい。

【出席報告】無断欠席なし　　 前島出席委員

【Ｍ　　Ｕ】
２／２７（狭山）沢辺君

【ＳＡＡ報告】 　　　　　  吉田（行）副ＳＡＡ

当 番 中山君、大木君
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◎ニコニコＢＯＸ
・飯塚先生をはじめとします駿河台大学の学
　生さん、本日スピーチよろしくお願いしま
　す。　　　　　　　　　　　　 中里（忠）君
・結婚記念日　　　　　　　　　　　齋藤君
・入会記念日　　　　　　　　　　　齋藤君
・早退　 吉島君、吉田（武）君、柏木君、杉田君
本日計１２，０００円、累計額８７３，６３６円。
次々週１８日例会当番は大附、大野会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　 中里（忠）国際奉仕委員長
　１０／３０駿河台大学講義棟で留学生１３名に
よる第１９回外国人留学生「日本語スピーチコ
ンテスト」に、山川会長と私も審査員として
参加。本日６名にスピーチをお願いしています。

◎飯塚陽子先生（駿河台大学国際交流課）
　このような機会を本学留
学生に与えて頂き感謝申し
上げます。次年度も本学よ
り１名、奨学金を頂ける事
になり御礼申し上げます。
最初に登壇するシン君が
次年度ロータリー米山奨学
生です。１年間お世話にな
ると思いますがどうぞよろ
しくお願い致します。

　現在、駿河台大学は学生数３６００名、うち留学
生は１３８名。出身国は９割が中国、次がネパール
１０名、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、韓国です。
授業はもちろん、アルバイトを通しても日本人との
関わり合いの中から日本語能力の向上を目指して
おります。その成果を図る意味で毎年学内で留
学生の日本語スピーチコンテストを開催させて頂
いております。ロータリークラブ様からは審査員
２名、トップ賞に「飯能ロータリークラブ賞」が設
けられ、ご協力ご協賛頂いております。
　本来、受賞者全員のスピーチをお聴き頂きたい
ところですが、１位（飯能ＲＣ賞）、２位（優秀賞）、
どちらもミュンヘン大学交換留学生で、例年２月
あたまに帰国するのが常なのです。本学の授業は
１月末で終了、ドイツの新年度は４月で、準備に備
えるべく既に帰国しており、申し訳ないのですが
１、２位の受賞者は本日参加しておりません。
　本日は「健闘賞」「努力賞」の２名と、聊城大学
から１年間の交換留学生４名が参加。うち１名は
急きょ昨日「私も出てみたい」と立候補、無理にお
願いして１名追加の、６名です。

シン君：好きな日本語は「ただいま」「おかえり」
ジョさん：日本文化で興味のあるものは「アニメ」
リュウ君：日本文化で興味のあるものは「茶道」
　　　　「和服」「日本料理」
ソウさん：好きな日本語は「石の上にも三年」
トウさん：好きな日本語は「一期一会」
テイさん：日本文化で興味のあるものは「アニメ」

◎健闘賞

あなたが一番大切にしていることは何ですか？
　　　　　　SINGH SHONNY（シン ショッニー）君
　　　　　　ネパール

　内容は留学生向けに書
いたスピーチです。
　皆さんはそれぞれ違う事
に力を入れていると思いま
す。おそらくほとんどの人
達は自分が幸せになるため
にいろいろ頑張っているの
ですよね。僕もそうです。
幸せになるために僕は自分
の時間を一番大事にしてい

ます。自分がやりたい事をやろうとしても時間が
つくれない時はたくさんあります。皆さんも時々
バイトで忙しくて寝れない時、勉強ばかりで余裕
が無い時、あるかもしれません。こういった日常的
な事だけに時間を費やしている人達はたくさんい
ると思います。ましてや趣味もあるので、そのため
には時間が欲しいと。このような生活をしている
人々の中に僕も含まれています。勉強とバイトで
忙しくて時間がつくれない僕。しかし、自分の趣
味は一度もおろそかにした事はありません。少し
でも時間があれば自分がやりたい事をやります。
夜中に近所迷惑になると分かっていてもギター
を弾いたり、学校から家に帰ってすぐ着替えてジ
ョギングに行ったりもします。また、日記を書く習
慣をつけていますので、毎日ではないのですが
忘れたくない事があれば書き込みます。自分がや
りたい事をやったと言っても、短時間しかやれな
いのはすごく気になりますが、もちろん、日頃から
バイトと授業が無い日は家族や友達のために時
間を空ける事にしています。しかし、残念ながら
なかなか時間が合いません。（いいや、今日は諦め
よう。また今度合わせるから）と言って自分を抑え
ます。家族は母国に居るので戻らないと会えませ
んが日本に居る友達は会う人も居れば会わない人
も居ます。また、海外に居る友達に「最近どう？」
と聞いてみました。返事は「私はいつものように
とても忙しいよ」と言いました。「何故一日４８時間
も無いのだろう。もしあればこんなに急がなくて
も良かったのにね」。僕は「あなたは面白いね。も
し時計の発明が無かったら僕らはそんなに急が
なくても良かったんじゃない？」と言いました。ほ
んとに一日２４時間は足りないですよね。もし皆さ
んもそう思ったら、やりたい事を、今までやりたく
ても出来なかった事を後回しせずに時間がある
時にやりましょう。時間は本当に大事ですよ。あと
で後悔や失望をして困るより、今すぐ「何をやって
いないのか」考えて動き始めないと間に合わない
かもしれません。

SINGH SHONNY 君健闘賞

努力賞 鄧　冉　さん

駿河台大学留学生による
日本語スピーチ

徐　笑　さん
劉 鵬尉　君
宋　迪　さん
鄭 惠中 さん



日本の生活の感想
　　　　　　徐 笑（ジョ ショウ）さん
　　　　　　中国：聊城大学派遣留学生

　私は日本へ来てからもう
半年ぐらい過ごしました。
日本の生活にも慣れました
が、日本語がまだ上手にな
りません。今日は日本に対
する印象について話したい
と思います。
　日本に来て最初、一番深
い印象は、日本の交通状況
です。交通ルールを皆さん

よく守っていて、車が多い割に交通事故は少なく
スムーズに流れていると思います。そして電車の
凄さです。朝の通勤ラッシュの時間帯において電
車本数の多さと利用客の多さに驚きました。この
ような電車システムがあるので、大都会、東京、大
阪のような衛星都市型に成り立っているのです。
　次は、日本のゴミ分別です。中国にゴミ分別も
ありますが、しかし、そんなにたくさん種類があり
ません。日本人は自然環境を守る意識が強いと思
います。ゴミは全部分別してちゃんとゴミ箱に入
れるので、回収と処理とがとても便利だと思いま
す。そして道を歩く時、地面にゴミはほとんどあり
ません。
　最後は、日本人の性格です。日本人はとても優
しくて親切と思います。知らない人と会う時、笑顔
を出し挨拶をしますので、温かい感じをくれま
す。日本人の親切さも、日本の治安の良さから来
るものなのかもしれません。
　
日本の食文化
　　　　　　劉 鵬尉（リュウ ホウイ）君
　　　中国山東省煙台市：聊城大学派遣留学生

　私は日本に来た時に、中
華料理と日本料理のいろ
いろな違うところを発見し
ました。
　まず材料についてです。
中国と日本の主食はたぶ
ん同じです。けれども魚に
ついて、ちょっと違います。
この間、私達はサポーター
と一緒に飯能へ来た時に

入間川の中には魚のコイがたくさん居ました。皆
は「大きなコイ、美味しいですよ」と言いましたが
サポーター達は「そんなに美味しくない」と言いま
した。何故かと言うと、川魚を食べる日本人は少
ないです。これは自分の国と少し違います。私は
国で、いろいろな川魚を食べます。例えばコイと
かライギョとか。この違いは、日本の環境と、日本
人が食材の新鮮さを尊重するから、と思います。
　次は、日本料理が大切にするのは「色・かた
ち・味」です。中華料理は「色・香り・味」です。私
は日本の料理店で料理を食べます。どれも絵のよ
うに綺麗です。今、日本は対外的に開かれた国で
す。世界の食品が日本に入ります。例えば、韓国
料理、中華料理、フランス料理、等です。日本人は
食文化の中にいろいろな文化を取り入れました。

それで、日本のさまざまな特色のある文化が形成
されました。
　
中日の生活習慣の比較について
　　　　　　宋 迪（ソウ テキ）さん
　　　 中国山東省浜州市：聊城大学交換留学生

　中国人と日本人は顔つ
きもあまり変わらないし漢
字を共有しています。日本
の文化は中国から多くのも
のを得て来ています。それ
だけにお互いに意味も簡
単に分かるように思います
が実は中日の生活習慣は
分かりにくいと思います。
特に表面に表れない意味

や知識、考え方等は、日本と中国の間にかなりの
違いがあります。生活習慣でも同じですが、意味
も違うというものが多いです。
　例えば「十二支」。十二支というものは中国から
渡ったものです。十二支を動物に結び付けるのも
同じです。しかし違う事があります。ブタ年は日本
でイノシシ年です。「猪」の漢字は中国で「ブタ」
です。日本の女性に「あなたは今年、ブタ年です
ね」と言ったら、たぶん怒られますよ。でも、逆に
イノシシ年は中国で「野猪（野生のブタ）」、悪い意
味があります。中国で女性に「あなたは今年、イノ
シシ年ですよ」と言ったら、たぶん失礼と思われ
ます。
　次は、日本の「割勘」という習慣は中国であま
り無いです。私は日本に来たばかりの時は、年上
の同僚から「ごはんを食べに行きませんか」と誘
われたので、当然その人がご馳走してくれると思
いますが、でも、お食事が終わってから「あなたは
いくらでしょうか」と言われてちょっとびっくりしま
した。自分の分は自分で払うのだそうです。そんな
事なら一人で自分の食べたい物を食べるんだった
と腹が立ちました。
　次は、「すみません」に対する中国語は「対不起」
です。それはどうも分かりにくいです。日本では、
どこでもいつでもすぐ「すみません」と言います。
例えば、道を聞く時に「すみません」と言います。
レストランで注文する時に「すみません」と言いま
す。レストランでの「すみません。お水ください」とい
う言い方は手数をかけるので謝る事が必要だと
思いますが、「すみません。勘定してください」という
言い方がありますが、代金を払うのに何故謝る必
要があるのでしょうか。中国では勘定する時は「失
礼いたします。勘定してください」という言い方が
あります。この「失礼」は日本の「失礼」の意味と
同じです。このような、日本のマナー、いいと思い
ます。

◎努力賞

変な日本人
　　　　　　鄧 冉（トウ ゼン）さん
　　　中国山東省　沢市：聊城大学交換留学生
　　　　　　　　　 （故郷は牡丹が有名です）
　日本語はとても難しいと思います。国によって
文化が違っていますから、日本語を日本人らしく

トゥイプチー



使うには工夫しなくてはい
けません。日本人にとって
ごく普通の事ですけど、外
国人にとってどうしても分
からない場合もあります。
　日本に来たばかりの時、
ある変な男の子を見まし
た。彼は一人で、花に向かっ
て何度もお辞儀をしていま
した。（何をしているのか。

もしかしたら花の神様が居るのか）と私は考えま
した。そこで、その男の子に近づいたら、電話を
かけている事がわかりました。それはびっくりし
ました。どうして目の前に誰も居ないのにお辞儀
をするのか分かりません。しかし、よく考えたら分
かりやすいだろうと思います。お辞儀をするのは
相手を尊敬するからです。相手は自分の目の前に
居ないけど、自分が心から敬意を持っているとお
辞儀をします。（電話の）聞き手は、自分にお辞
儀をする様子は見えませんが自分への敬意を感
じる事が出来ます。ですから、その男の子の行為
は理解出来ないとは言えません。
　このように、日本人は相手を大切にする行為は
なかなか多いです。このような例を通して、言葉を
言うのは「口」ではなく、「心そのもの」だと分かり
ました。

留学生活から日本を見る
　　　　　　鄭 惠中（テイ ケイチュウ）さん
　　　中国山東省△△市：聊城大学派遣留学生
　今、日本へ来て５か月ぐらい経ちました。日本は
中国といろいろ違うところがあります。スカートに
ついて考え方の違いを話します。最初に日本で、
服が綺麗だし可愛いと感じます。びっくりした事
は、日本の女性は全部、スカートをはいていま
す。温度はあまり高くないので、寒いのではあり
ませんが、時 こ々の疑問が起こります。中国で、あ
まり……ないです。何故か。理由を３点挙げます。
　第１点は、日本で……が一番大切だと考えます。

女性にとってズボンよりやっ
ぱりスカートが可愛いです
ね。第２点は、女性は元気
だと思います。元気ならス
カートを着て、寒くないと
感じます。日本で運動をす
ごく重視しますね。授業の
後でいろいろなクラブがあ
ります。例えばテニスクラブ、
野球クラブ等です。それと

道を歩いている時ジョギングの人をよく見えます。
でも、中国ではあまり見えません。中国で運動は
あまり重視しません。勉強の成績が一番大切と考
えます。皆は運動があまり好きではありません。
だから元気ではありません。第３点は、日本の両
親より中国の両親は子どもを甘やかします。例え
ば、冬の時、私はスカートを着ると母は私を必ず
叱ります。「そんなに寒い時、そんなに薄い服を着た
ら風邪を引きやすい。早く厚い服を着ろ」と言い
ます。日本でこういう事は全然無いと思います。こ
のように中国と日本ではスカートについての考え
方がいろいろ違います。

（ 月間テーマ　雑 誌 月 間 ）

※次週の例会案内は省略。

３月１４日（土）点鐘１３時　狭山東武ホテル

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

平成２７年４月のプログラム

塩 野 君
沢 辺 君

［会報・広報］

坂 本 君
土屋（良）君

［プログラム］

５０周年振替休日

例会取消（法定休日）

駿河台大学現代文学部教授

「１０年後の飯能市を支え合うために」

大野 康会員飯能ＲＣ

～はんのうふくしの森プランと地域包括ケア体制構築～

島 田 君
杉 田 君

［ 雑 　 誌］
卓話「私が想う飯能観光の姿」

福永 昭様

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】卓話

「小さな町の挑戦」
全国の取り組みをリードする

関口定男様ときがわ町 町長

～ときがわ方式の地域産木材利用～

卓話


