
・点　鐘　間邉会長

・黙　祷　在籍１０年以上の元会員萩野映明

　　　　　様のご逝去に対し黙祷

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト斉唱　大木職業奉仕委員

・卓　話　飯塚陽子様

　　　　　駿河台大学コンテスト入賞留学生

【会長報告】

　萩野映明様におきましては本当に残念に思

います。心よりご冥福をお祈り致します。金

子千侍ＰＧも１／２７に亡くなられました。

　ＲＣが出来て今年は「１１１年目」。ポール・

ハリスが１９０５年２月２３日の夜、友人のシ

ルベスター・シール、ガスターバス・ローア、

ハイラムＥ．ショーレーと４人で、シカゴの

ノースディアボーン街１２７番地、ユニティ

ビル７１０号室のＧ・ローアの部屋に集まった

のが創立の日。彼らは田舎の出身であったり

ドイツ系移民だったりで、シカゴの都会の中

心に、心安らぐオアシスとソーシャル・フレ

ンドを求めて集まったという事です。ＲＣの

原点を想い、一言申し上げました。

　節分、立春と温かくなりますが、まだまだ

寒い日が続きます。風邪等には十分気をつけ

て頂きたいと思います。

　
【幹事報告】

・２月のロータリーレート １ドル＝１２０円

　本日１１時半から第９回理事会を開催。前回

議事録確認。２／２７（土）ＩＭ点鐘１４時。１３：２０

飯能駅南口バス出発。制服着用。終了後「暖ら

ん」で懇親会。ご出席よろしくお願いします。

３／２７（日）本庄（株）カインズホームにバスで参り

ます。１３時点鐘。１１：４５飯能駅南口バス出発。

車内昼食。制服着用。３月プログラム承認。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢東ＲＣ

・２／１１（木）　休会

・２／２５（木）　振替　２／２７ＩＭ

・３／２４（木）　振替　３／２６・２７地区大会

・３／３１（木）　休会

　
【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　 神田（敬）君

　３／２３は日高との合同夜間例会、３／２まで

に出欠をご提出ください。

　
【出席報告】ＭＵなし　　　 前島出席委員長

　

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・駿河台大学国際交流課　飯塚陽子先生、リ

　ン・シントウさん、チン・ガケイさん、ア

　ラウナ・シーナさん、ウェーバー・ミリア
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　ムさん、ようこそ。　　　間邉君、和泉君

　　　　　　 小川君、土屋（崇）君、吉田（行）君

・早退　　　　　　島田君、半田君、杉田君

本日計８，０００円、累計額７２５，０２２円。

◎１０日例会当番は細田（伴）、橋本会員です。

　
【卓　　話】

講師紹介　　　　　 中里（昌）国際奉仕委員長

　今年の国際大会はソウル開催ですが、上副

市長の話にもありましたフィンランドはどう

かとの話が出て参りました。来週例会後に打

ち合わせます。大勢のご参加をお願いします。

　駿河台大学外国人留学生日本語スピーチコ

ンテスト入賞者による卓話は当クラブ恒例。

私も審査に何度か参加させて頂きましたが、

とにかくよく短期間で日本語を覚えられるなぁ

と感心しております。チーさんも去年のマイ

君もそうですが日本人の前で日本語でスピー

チするのは我々が考える以上に大変な事だと

思います。どうぞ皆さんご期待ください。

　

　

飯塚様　毎年このような席を設けて頂き有難

うございます。駿河台大学は現在約３４００名

の学生を抱えております。その中で留学生は

７８名。９割が中国、続いてネパール、ベト

ナム、モンゴル、ミャンマー。卒業させる留

学生に比べ、４月に入学した留学生の数が少

なく、初めて留学生数が１００名を切ってし

まいました（昨年は１４０名）。しかし、真面目

に勉強、生活に取り組む留学生ばかりが残り

担当部署としては安泰で、有難い限りです。

　日本語を勉強しに来ている留学生に対し、

学習成果を発表する場であればと毎年学内で

実施しているスピーチコンテストですが、参

加者の募集に近年苦慮しております。日本へ

の留学を考えているというところもあるため

か、日本的な感覚と思考をもった留学生、と

ても恥ずかしがり屋でシャイな性格の留学生

が多いのです。人前に出てスピーチなどとん

でもない、と。そこで、私が日本語の授業の

教室にお邪魔してスピーカーを募集するべく

宣伝するのですが、分かっている留学生は私

の姿を見ただけで逃げてしまうのですね。最

近は個々に声を掛けたり、先生方のお力を借

りたりしています。

　このコンテストに関しては飯能ロータリー

クラブ様から多大なご支援を頂いております。

審査員、飯能ロータリークラブ賞（最優秀賞）

へのご協賛等、厚く御礼申し上げます。今年

は可能な限り一人でも多くの入賞者にこの場

に出席出来るよう、役員皆様に日程のご調整

をして頂き、初めてドイツからの交換留学生

を連れて来る事が出来ました。

　リン・シントウさんは中国出身。日本の文

化で興味のあるものは「和食」です。

　

　皆さん、こんにちは。

中国から参りましたリ

ン・シントウと申しま

す。本日はよろしくお願

い致します。

　日本は安全な国という

考えについて皆さんはどう思いますか。大勢

の方は納得出来るでしょう。昨年、米国のＦ

ＢＩの犯罪データにより「日本は世界一安全

な国」と選ばれました。確かに私も長い間日

本に住んでおり、日本は安全な国という事を

実感しています。電車の中で寝ていても財布

は盗まれないし、夜中、女性が一人で歩いて

も危ないとは感じません。また、アルバイト

先で食材の管理の厳しさを感じ、多くの国よ

り日本製品の安全性は優れています。です

が、私にとって日本の安全はただ直接に人体

に暴力を受けたり損傷させたりする事だけで

はなく、日本から安心感というものを与えて

いる事です。

　このように思ったのは２０１１年、大地震を

体験したからです。２０１１年、日本に来たば

かりの私は大地震に遭いました。その時の私

は日本語も出来なかったし、親友や親戚も一

人も居ませんでした。初めて大地震に遭った

私は怖く感じるはずでしたが、当時の日本語

学校の先生にいろいろお世話になり、とって

も優しくしてくれました。また、自衛隊が危

険を顧みず必死に生存者を探し続けていた様

子、全国からのボランティアが避難者の生活

を支えていた画面を毎日テレビで見ていまし

た。政府もすぐ電気不足に対策し、地震で壊

れていた道路も２週間も掛からずに直しまし

た。自分が住んでいた東京の家でも強い揺れ

がありましたが傷は少しもありませんでし

た。当時の私は怖い感じがしなかった事だけ

ではなく、生まれてから初めて人間の善良さ

と優しさを感じ、政府も信頼出来るものでは

ないかと思いました。留学生の私にとって、

留学生活の中、何より安心と安全は第一で

日本語スピーチコンテスト
入賞者発表会

飯塚陽子先生駿河台大学学務部国際交流課

林 心彤（リン・シントウ）さん

陳 雅慧（チン・ガケイ）さん

「日本は安全の国」
林 心彤さん



す。この国の安心と安全性のお蔭で私の留学

生活は楽しく充実しています。

　以上です。有難うございます。

　
飯塚様　アラウナ・シーナさんはミュンヘン

大学からの交換留学生で、健闘賞（第３位）に

入賞。出身国はドイツ。日本文化で興味のあ

るものは「落語」だそうです。

　

　皆さん、こんにちは。

私はドイツから来たSina 

Araunerと申します。去

年の３月に初めて日本に

来て留学を始めました。

その時からいろいろな質

問をよくされています。

例えば「何で日本に来ま

したか」「日本料理に慣れましたか」とよくき

かれます。その２つの質問は答え易いと思い

ます。「日本語を勉強したいからです」「少し

変な食べ物がありますけど慣れました」とすぐ

に答えます。一番答え難い質問は「日本はどう

ですか」だと思います。この質問をきくと「日

本は面白いです」とよく言います。それはそう

ですがそれ程単純なものではないでしょう。

　留学の体験だけではなく日本の事も考えて

３つの特質に気付きました。１つ目は日本の

きれいさです。日本では風景も人もきれいです。

風景の美しさは明らかなので説明しなくても

よく分かるでしょう。人に関しては違います。

子どもの時からいろいろな国に行きました。

しかし欧州でも米国でも日本より手厚い歓迎

をされた記憶がありません。１年間を快適に

過ごせているのは日本人のお蔭です。私にと

ってそれは日本人のきれいさです。２つ目は

日本では気楽さです。ドイツでは自分の事は

自分でしなければならないというのが一般的

です。日本では友だちも先生も知らない人も

困った時に助けてくれるのであまり怖くなか

ったです。人々はお互いに助けたら、人生は

もっと気楽になります。３つ目は日本の多様

性です。どこへ行っても日本では様々な経験

が出来るし、いろいろな人に会う事が出来、

伝統と現代性の両方の雰囲気を感じる事が出

来ます。日本に来なければこの雰囲気を味わ

う事が出来なかったと思うので、ここに住む

事が出来て嬉しいです。

　結論として、日本は面白いだけではなく、

きれいで、気楽に過ごせて、多様性もある国

だと思います。今度、「日本はどうですか」と

きかれても、「日本は私が居たい国です」と答

えられます。

　ご清聴有難うございました。

飯塚様　チン・ガケイさんの出身は中国。日本

語で好きな言葉は「人生一度きり」だそうです。

　皆さん、こんにちは。

中国から日本に来て４年

が経ちました。来る前に

日本に対するイメージは

礼儀正しい日本人、きれ

いな街、品質が良い電気

製品、世界で２番目に大

きく成長した経済大国と

いう事です。中国と日本

はかつては非常に密接で、一衣帯水と形容さ

れました。食などの文化の面で両国も近いし

すぐ慣れると考えていました。でも今思えば

その時の考え方が間違っていました。外国に

旅行に行った事がある皆さんはそんなに難し

くないと感じるかもしれませんが、留学生に

とって住むという事はその国の文化や習慣を

理解し、その国に住んでいる人のように住む

事だと思いました。日本とは私が予想してい

た以上にお国柄や習慣が違います。中国より

すし詰めの満員電車、左通行の車、夜になると

とても静かな住宅地は中国ではあまり見られ

ない光景です。私は日本に住む以上、日本の

ルールやマナーに従い、日本語を学び、留学生

活を上手く過ごせるように頑張りたいと思っ

ていました。そして家族から離れて一人で生活

するのは初めてです。日本に来る前に、両親と

一緒に過ごして、料理を作った事はほとんど

無かったです。日本に来て自分で買い物し料

理を作り、毎日の生活は自分でちゃんと計画

します。今の私は来る前より自立し計画性が

あります。また、この留学生活によって自分

の視野が広がったような感じがします。日本

人やベトナム人と一緒に学生旅行に参加し交

流し、国際交流をどう進めるか少し分かるよ

うになりました。私が思うのは、コミュニケ

ーションにおいて語学力は２番目です。どの

国の人にとっても、心から伝えたい事を相手

の心に伝える事は一番重要だと思います。日

本で４年間の留学生活を振り返ってみると、

毎日、異文化コミュニケーションを経験して

いると感じます。ほかの国の文化に関心を持

ち、相手との心と心の交流が一番大切だと思

います。

　以上、私がこの留学生活によって感じた事

をいろいろな面から語りました。この４年間

にたくさん良い思い出が出来ました。ほかの

留学生、駿河台大学の先生方、友だちに感謝

してます。皆さんのお蔭で最高な留学生活に

なりました。本当に有難うございました。

　

「日本は…どうですか？」
アラウナ・シーナさん

「留学生活の体験について」 陳 雅慧さん



飯塚様　ウェーバー・ミリアムさんはミュン

ヘン大学からの交換留学生です。飯能ロータ

リークラブ賞受賞者。出身はドイツ。日本の

場所で好きな所は「広島」だそうです。

　皆さん、こんにちは。

私はドイツからの留学生

です。Miriamと申します。

日本に住んで１０か月目に

なります。すごく楽しい

時間が過ごせましたが、

辛い時もありました。留

学をするという決断は良

かったのか、悪かったのか。「留学するかど

うかという事をもう一度決められるとしたら

どうしますか」。この質問に答えるために、

今から私にとっての留学の長所と短所をお話

します。

　長所は多いです。留学したら、まだ知らな

い国で知らない人と出会えて、知らない料理

が食べられて、知らない場所が見つけられま

す。しばらくすると、その知らない人が友だ

ちになって、知らない料理が一番好きな食べ

物になって、知らない場所が自分の故郷にな

ってきます。はじめは知らなかった国が第二

の故郷になって、その国でいろいろな素晴ら

しい思い出が多くなります。新しい言語を学

ぶ事も出来ます。留学する事は楽しい思い出

をたくさん作って、長所がとっても多いで

す。ですが、短所もあります。

　知らない人と友だちになっても、自分の国

の友だちと会いたくなる事があるからです。

家族にも会いたくなります。知らない料理が

好きな食べ物になっても、時々、食べられな

い、母が作った料理が食べたくなります。自

分の国と比べたら、知らない場所も多くて不

安に思う事があります。素晴らしい思い出も

ありますが、悲しい思い出もあります。たく

さん勉強しても言語のすれ違いがあって、自

分の事を表すのは難しいし、他人の言葉を理

解する事も時々難しいです。「帰りたい」と考

える事も多かったです。その結果として、長

所も短所も多いです。

　そして、答えは何ですか。「もう一度留学を

しますか」という質問があったら、「是非もう

一度したい」と決心をします。何故かと言うと

長所だけが理由ではありません。短所も理由

です。友だち、家族と会いたくなるという事

は大事な意味があります。会いたくなる人が

居ます。懐かしい場所があります。いつも帰

りたいところがあります。そして、さびしい、

悲しい時もあって、嬉しい時は特別嬉しいで

す。すれ違いがあったら、次はもう同じ間違

いはしません。自分自身が強くなります。新

しい国で、新しい友だちと、楽しい思い出が

出来ます。留学したら、ふるさとは１つだけ

ではなくなります。ですから、留学をすると

いう決心は、とてもいい決心でした。

　ご清聴有難うございました。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

平成２８年３月のプログラム
（ 月間テーマ　識字率向上月間 ）

伊 澤 君
加 藤 君

［親睦活動］

服 部 君
細田（吉）君

石 井 君
市 川 君

［プログラム］

［プログラム］

卓話「ナレーターとして
　　　仕事する場合の体験談」

点鐘１８時

日高ＲＣとの合同夜間例会

【四つのテスト】

【結婚・誕生日祝】

例会取消（定款による）

地区大会振替　休会

卓話「ムーミンについて」
飯能市立図書館 副館長 大橋はるか様

ＮＨＫアナウンサー 濱中博久様

ウェーバー・ミリアムさん

「留学生からみて、留学の長所と短所」


