
・点　鐘　小川会長
・ソング　手に手つないで
・ビジター（寄居）小宮俊光様
・卓　話　馬　述波様　　格根斯琴さん
　　　　　丁　奕揚さん　徐　行さん
　　　　　Kraus, Kay Yvonneさん
　　　　　Priller, Sandra Maria Barbaraさん

【会長報告】
　先程から拝見していると留学生の皆さん、
大変上手に箸を使われびっくりしました。勉
強も大事ですが、日本の文化に馴染んで頂け
たら有難い事だと思っております。
　１／１１飯能ＬＣ新年会に出席。市長始め来
賓多数、大変盛会でした。次年度地区役員が
ほぼ決定。当クラブからはガバナー補佐：木
川会員、クラブ奉仕部門：中里（忠）会員、国
際奉仕部門：藤原会員の３名が地区に出向さ
れます。頑張って頂きたいと思います。
　飯能高校チアダンス部が全国優勝し、全米
選手権出場への激励会が開かれます。
　ドイツのＲＣも第二次大戦が始まる前にＲＩ
から脱退。戦後、復帰は１９４９年。同年日本
も復帰します。…続きは後日という事で。
　

【幹事報告】
　第６回「震災復興元気市」武居副実行委員
長より先程頂いたポスターを１本ずつお持ち
帰り頂き掲示をお願いします。２／５飯能高
校チアダンス部全米大会出場激励会（於ヘリ
テイジ）、ご参加の程よろしく。先週の例会後

臨時理事会：今回の青少年交換留学生受け入
れは辞退という事で地区へ報告、事務局に新
しいＰＣを購入する事が決定。日高ＲＣチャ
リティーゴルフコンペの案内が来ております。
　

【委員会報告】
◎会員増強委員会　　　　　　　　　杉田君
　新会員候補者：中里光伸様についてご案内
しました。よろしくお願い致します。
◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　福島君
『友』１月号。横組Ｐ１４～「職業奉仕」は
ロータリーの根幹か？　縦組Ｐ４～世界に売
れるMade in Japan　その他興味深い記事がた
くさんあります。是非ご覧になって下さい。
　

【出席報告】無届欠席０ 中山出席向上委員長
　
　

　
【Ｍ　　Ｕ】
１／２１（地区）土屋（良）君
　
◎飯能高校チアダンス部の件　　　　木川君
　１１／１９第１６回全日本チアダンス選手権
大会（東京体育館）高校生ＪＡＺＺ部門で
飯高チアダンス部が２年ぶり２回目の優勝。
今回１８名が全米選手権に出場します。前回
は準優勝。２／５、１０時半、選手激励会。会費
１万円の半分位は派遣費にしたいと思います。
よろしくお願い致します。
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【結婚・誕生日祝】　　大野（泰）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
　木川君、間邉君、服部君、沢辺君
◇結婚記念日おめでとう
　髙橋君、吉田（健）君
◇会員誕生日おめでとう
　１山川君、間邉君、１２吉島君、１６島田君
　２４坂本君
◇夫人誕生日おめでとう
　１吉田（武）夫人、３石井夫人、２０半田夫人
　２９大崎夫人
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・寄居ＲＣの小宮です。本日ＭＵに参上致しまし
　た。ご指導よろしくお願いします。小宮俊光様
・小宮様ようこそ！　小川君、島田君、和泉君
　　　　　　　 　矢島（高）君、馬場君、伊澤君
・駿河台大学留学生の皆さんようこそ！スピーチ
　よろしくお願いします。　　　小川君、島田君
　　 和泉君、矢島（高）君、馬場君、山川君、藤原君
・結婚記念日祝い有難うございます。
　　　　　　　　　　　 吉田（健）君、髙橋君
・入会記念日祝い有難うございます。
　　　　　　　　　木川君、沢辺君、間邉君
・お誕生日祝い有難うございます。
　　　　　山川君、島田君、吉島君、間邉君
・家内のお誕生日祝い有難うございます。
　　　　　　　　　石井君、大崎君、半田君
・先日の２６日、足首の靭帯を切断、手術しました。
　クラブよりお見舞いを頂き大変有難うございま
　した。お蔭様で１月１０日に退院出来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　吉澤君
・町田さんようこそ会報・広報委員会へ！本
　日より早速写真撮影お願いします。川口君
・早退 半田君、吉田（武）君、細田（伴）君、杉田君
本日計６６，０００円、累計額６４１，００２円。
◎１日例会当番は齋藤、杉田会員です。
　

【卓　　話】

　講師紹介　　　　　　　藤原国際奉仕委員長
　昨年１０／３０駿河台大学で行われたスピー
チコンテストの入賞者５名に来て頂きました。
　
馬様：本学留学生に毎年このような機会を与
えて頂き感謝申し上げます。現在約３，２００名
の学生が在籍、うち７７名が留学生。出身国
は７割が中国、他にベトナム、ネパール、モ

ンゴル、台湾、韓国、ミ
ャンマー、タイ。留学生
の日本語能力の発表の場
として毎年学内で留学生
によるスピーチコンテス
トを開催しております。
今年は学外にも発信して
スピーカーを募集。結
果、参加学生は例年より
少し増え、一般留学生２

名、交換派遣留学生６名、学外より日本語学
校生３名、計１１名がさまざまなテーマでス
ピーチしてくれました。このコンテストには
毎年飯能ＲＣ様より審査員、「飯能ロータリー
クラブ賞」等でご協力ご協賛頂いておりま
す。この場をお借りして御礼申し上げます。
今年も可能な限り受賞者のスピーチを聞いて
頂けるように役員の皆様に調整して頂きまし
たので、今年は「飯能ロータリークラブ賞」

「優秀賞」「健闘賞」受賞者全員がこの場に出
席する事が出来ました。本学一般留学生１
名、ミュンヘン大学（ドイツ）からの交換留学
生２名、聊城（リャオチョン）大学（中国）から
の交換留学生２名で参りました。
　クラウス，カイ・イボンさんは日本の文学
に興味があるそうです。

◎皆さんこんにちは。ク
ラウス・カイと申しま
す。今日は「ドイツのク
リスマス習慣」について
述べさせて頂きたいと思
います。
　ドイツ人にとって祭日
の中でクリスマスは一番
大切な祭日です。日本と
違ってロマンチックな日

ではなく、日本のお正月のように家族と一緒
に過ごす祭日です。ドイツのクリスマスシー
ズンは１２月１日から２４日までです。その
期間にさまざまなイベントが行われますが、
今日はプレゼントの交換の習慣だけについて
述べたいと思います。
　まずは６日に「ニコラウス」というイベン
トがあります。それは何かと言うと、５日の
夜、つまりニコラウスの前の夜に人は自分の
きれいにしたブーツの片足を自分の扉の前に
立てておきます。そして夜中になるとニコラ
ウスという不思議な人が来ると言われていま
す。ニコラウスの姿はサンタクロースに似て
ますがもっと細くて背が高い人です。そして
ニコラウスはいい子にした子ども達のブーツ
にみかんやナッツやお菓子を入れてくれま
す。それはニコラウスというイベントです。
そして次に２４日から２６日までもプレゼン
トを交換します。２４日は自分の家族と一緒
に過ごす日です。暗くなるとプレゼントを交
換します。
　ところで、ドイツの伝統ではサンタクロー
スではなく「クリスマスの子」が来ると言わ
れてます。金髪の、白いワンピースを着てい
る女性です。しかし現実はサンタクロースか
クリスマスの子か、どちらが来るかと言われ
ていて、それは家族によって違います。

日本語スピーチコンテスト
～入賞者による発表～

馬 述波
駿河台大学グローバル教育課 職員

（マ・ジュツハ）様



　そして２５日と２６日は大勢の人は地元に
帰って親戚と一緒に過ごす日です。親戚に泊
まってプレゼントを交換して伝統的なクリス
マス料理を食べてます。
　以上です。ご清聴有難うございました。
　
　テイ・エキヨウさんは聊城大学からの交換
留学生で健闘賞の受賞者。日本語で好きな言
葉は「一期一会」です。

◎皆さんこんにちは。中
国から参りましたテイです。
今日のテーマは「日本語
で好きな言葉」です。
　この前、私はバラエテ
ィー番組を見ました。キ
ャスターはまちの外国人
にある質問をしました。
「あなたが好きな日本語
は何ですか」。一番理解

出来ないと思った答えは「自動販売機」とい
う言葉です。キャスターはこのヨーロッパか
ら来た若い男性に理由を聞きました。皆さ
ん、理由は何だと思いますか。この男性は
「力強くて、とってもかっこいい発音なの
で、初めて聞いた時は【武士道の必殺技】だ
と思いました」と答えました。
　そして私も考えました。私が一番好きな日
本語は何でしょう。そうですね、この言葉で
す。「一期一会」という単語です。意味は
「一生に一度だけの機会」です。皆さん、考
えて下さい。どこかのパーティーで出会った
友達。電車で見た美人。高校時代の先生。以
前の親友。……今もまだ連絡していますか。
うちの父はビジネスマンですから私は小さい
頃から何回も引っ越しを繰り返しました。で
すから、小学校の友達も中学生の友達もほと
んど連絡していません。高校生の時、一生の
親友だと約束した友達も大学に入った後にば
らばらになりました。
　私が「一期一会」という単語と出合ったの
は大学２年生の秋でした。去年と同じ、美し
いきれいな秋でした。この秋で私の祖父が天
国に逝きました。この数日後、私はこの単語
と出合いました。「一期一会」一生に一度だ
けの機会。そして、祖父との記憶はどんどん
どんどん頭から出て来ました。小さい頃、祖
母に内緒して一緒に甘い物を食べたり、テレ
ビ番組のために喧嘩をしたりとか。勝ったの
はいつも私だけど…。祖父は最後の何年間、
ずっと糖尿病で苦しんでいました。気付いた
はずなのに私は何も出来なかったです。正直
に言えば「一期一会」という単語を初めて見
た時、悔しかったです。
　私は今年２２才になりました。時々人生は
これからだと言われる事があります。確かに
これからはもっと素晴らしい人生が私を待っ
てるかもしれません。でも、私は現在だけを
見たいんです。初めて日本に来た時、「あー
一年は長いですね」って思いました。思いな
がら明日は国に帰る時間になりました。
　皆さん、私達はもう二度と会えないかもし
れません。まあ、はっきりとは言えないんで
すけど、とにかくまた会う可能性が低いでし

ょう。一生一回の縁は「一期一会」の気持ち
で大事にしないといけません。国の文化は言
葉で感じられます。「一期一会」それは日本
語、日本に教えられたやさしさです。一生も
う忘れません。そして国に帰る前の時間も、
これからの人生も、「一期一会」の気持ちを
きちんともって、日常の毎日毎日を最後だと
思って大事に過ごします。
　以上です。有難うございます。
　
　ジョ・コウさんも聊城大学からの交換留学
生で優秀賞を受賞しました。日本文化で興味
があるものは「アニメ」「ゲーム」だそうです。

◎皆さんこんにちは。中
国山東省から参りました
ジョと申します。よろし
くお願い致します。
　今回、スピーチのテー
マは「語学勉強」です。
　皆さん、外国語を勉強
した経験はありますか。
自分にはあります。１つ
目は、子どもの時から学

び始めた英語です。１０年間以上学びました。
もう１つ目は高校時代から自分で学び始めた
日本語です。それらの経験を皆さんの語学の
勉強の経験にも参考になるとうれしいです。
以下の３つの点にまとまりました。
　第１は「必要性」です。言葉の勉強には必ず
何かの目的をもたなければなりません。そう
しないと言葉の勉強は続かないです。何故か
というと、自分は英語を１０年以上勉強しまし
たが未だにひと言もしゃべれません。それが
何故かと言いますと、自分には必要はなかっ
たです。自分は日本語を学ぶには日本語の本
やドラマ、小説、日本人の先生達とコミュニ
ケーションをとる必要があったのです。だか
ら日本語の勉強を続ける必要があったのです。
そうしないと言葉にはやはり続かないです。
　２つ目には「興味」です。言葉の勉強は興味
がないとただの苦痛になります。自分としま
してはそういう苦痛は全然なかったのです。
自分としましては日本語の勉強は楽しかった
事です。日本の本を見ても日本のドラマを見
ても、日本人の話すのも自分は大好きです。
だから続ける事が出来るようになりました。
　３番目は「毎日やる事」です。言葉はほかの
ものと違って一朝一夕のものではありませ
ん。毎日やらないと言葉はすぐ忘れちゃいま
す。だから言葉は毎日飽きないようにやらな
ければなりません。
　自分の語学勉強に対しての経験は以上です。
是非皆さんの参考になるとうれしいです。
　以上です。ご清聴有難うございました。
　
　プリラ，サンドラ・マリア・バルバラさん
はミュンヘン大学からの交換留学生で、出身
国はドイツ。日本で好きな場所は「東京の繁
華街」「日光等の文化的な観光名所」だそう
です。テーマは「日本での私の夏休み」です。
◎皆さんこんにちは。今日、私の夏休みにつ
いて発表したいと思います。
　留学のために私が今年の夏休みに日本に居



たので、家族は日本で２
週間旅行する事にしまし
た。日本はドイツからす
ごく遠いのに、家族は私
を訪ねるために長い距離
を往復しました。両親と
弟にとって日本に行く事
は初めてでした。当たり
前ですが、彼らは私の日
本学の課程を選択してい

る影響で、日本と日本文化について知ってい
ます。毎日いろいろな場所を観光出来る旅行
計画を制作しました。
　父は古い神社や城や歴史的な名所に興味が
あります。そういうわけで、日光の境内と明
治神宮と上野公園を見に行きました。母は主
に現代的な名所と、私に関係が深いところを
見に行きたかった。そのため初日に飯能に連
れて行きました。大学のキャンパスや学生寮
や飯能の都心を見せました。また、東京タワ
ーとスカイツリーには感銘を受けたようで
す。そして、新宿の東京都庁舎で見た眺めは
とてもきれいでした。
　私と同じように弟は日本の大衆文化のファ
ンだから、マスカルチャーで有名なところと
か、アニメやマンガやテレビゲームの店とか
を両方計画に入れなければなりません。賑や
かな池袋と原宿と渋谷で、たくさんのデパー
トと店に行きました。例えば「ポケモンセン
ター」とか。そして「タワーレコード」で
ＣＤを買って、竹下通りでお土産を買いまし
た。それ以上に、築地市場と横浜の港と中華
街にも行きました。そして、私達が遊園地が
大好きだから「富士急ハイランドパーク」に
も行きました。この日はすごく劇的な一日で
した。
　日本の旅行について家族は長い往復の甲斐
があったと感じたようです。特に、食べ物は
多くの珍しい点があったみたいだけど、いつ
も美味しかったようです。日本とドイツの社
会的と文化的な違いも多いので、この旅行は
冒険的な旅行でした。最近母は旅行のために
日本に戻ってきたいと言いました。
　
　本日最後の発表者、ゲゲンスチンさんで
す。出身は中国の内モンゴル自治区です。

「飯能ロータリークラブ賞」を受賞しました。
日本文化の中で興味のあるものは「日本武
道」だそうです。テーマは「私の留学生活」
です。
◎皆さんこんにちは。私は中国
の内モンゴルから参りましたゲ
ゲンスチンと申します。現在、
駿河台大学現代文化学部の３年
生で、専攻は比較文化です。
　日本に参りましてちょうど４
年になります。この４年間で学
んだ事はたくさんあります。留
学する事を決めてから緊張感、
新鮮な気持ちでわくわくして日
本に参りました。最初は何も分
からず、普通の生活で勉強を続
けていて、どこも行かずに節約

をしていました。日本語
学校に入学してから日本
の文化に触る事が出来ま
した。また、他の国から
来ている留学生と出会っ
たり、異文化交流で友達
も出来て、楽しい生活が
始まりました。
　私はモンゴル人だから
普段の生活に羊肉を欠か

してはいけないです。何故この話をするかと
言うと、これからの話題の重要なポイントに
なります。
　日本のスーパーにあまり羊肉が売ってない
と思います。「羊肉を売ってる店がある」と
友達から教えてもらっても、まだ給料がない
私にとって贅沢で買えませんでした。日本語
能力が上がっていく事でアルバイトを始めて
１か月後に人生の初給料でその羊肉を、その
まま１匹を買いました。買った肉を家に帰っ
てから肉と骨をばらばらにして冷凍にしてお
きました。そのゴミになった骨をビニール袋
に入れて捨てました。
　その日の夜、私の家の呼び鈴が押されて、
誰かと思って覗き穴から見るとドキッとしま
した。警察でした。今朝捨てたゴミを見せて
確認しながら話をしました。話を聞いている
と私が人を殺していたように思われていまし
た。その肉を買った時の領収書を見せて確認
しながら、その店にも電話して無事に終わり
ました（笑）。
　何故私の家に来て確認したかと思っている
と、ここに引越ししてから近所に挨拶もなか
ったから、周りの人々に変に思われていたと
思いました。
　これも日本の文化の一つであると考えまし
た。自国では毎日普通の生活である事なの
に、日本に参りまして一番印象に残る思い出
になりました。
　日本の生活に慣れていくとともに、充実の
生活と良い思い出をつくるために、芸に自信
がある方と芸のボランティア活動に参加して
ます。また、音楽を通した国際親善交流を図
るとともに、モンゴル文化を広く紹介する活
動にも参加しています。これからも人生を大
切に歩みたいと思っています。
　私のスピーチ、以上です。ご清聴有難うご
ざいました。


