
・点　鐘　和泉会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　馬述波様と留学生の皆さん

【会長報告】

　ライズリーＲＩ会長と次年度のバリーラシ

ン氏との連携プレイが際立っております。

　バリーラシン氏は、１４日の大会でのメッ

セージによると、ポリオが撲滅された後の大

きな空白をどうするかについて、ライズリー

ＲＩ会長と話をされているそうです。ポリオ

撲滅は３０年間、ＲＩのテーマになってきまし

たが、これからは「環境の改善」「経済と地

域社会の発展」「平和な社会の実現」等をＲＩ

の重大目標に挙げておられます。ポリオでは

年３５万人の子ども達が罹患。今、環境汚染

では１７０万人の子ども達が死亡しております。

３月にはパリのユネスコ本部でライズリーＲＩ

会長がユネスコのリーダーと会見、「持続可能

な開発目標」についてお話されるそうです。

かつて田中作次元ＲＩ会長も「奉仕を通じて

平和」を謳われ、ベルリン・ホノルル・広島

で開催した世界平和フォーラムも話題になり

ました。これからは環境問題が大きくなると

思います。「現在４５億人が少なくとも年に１

か月間、深刻な水不足を訴え、温暖化が進む

につれてその数は増え続けています」（バリ

ーラシン氏）。ユネスコと協力して、ポリオ

撲滅後の空白を埋めていかれると思います。

　

【幹事報告】

　理事会の案内を配付しました。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢西ＲＣ

・２／２７（火）　例会振替

　　　　　  ２／２６（月）市内５クラブ合同例会

　

◎島田会員よりご会葬の御礼

　

【委員会報告】

◎雑誌委員会　　　　　　　　　　　川口君

『ロータリーの友』１月号の紹介。今月は

「職業奉仕月間」です。横組Ｐ８「職業奉仕」

という言葉はＲＣに入るまで分かりませんで

した。今も分かっていないところが多いです

が、これを読むと少しずつ理解出来ると思い

ます。Ｐ１６「ＲＣＣ」（地域社会共同体）に

ついて地区に問い合わせたところ、当地区で

はまだ把握出来ていないとの事でした。こん

な共同体がある事を知るのも地域社会のため

になるかなと思います。縦組Ｐ７「危機管理」

怨みをもって辞めた退職者が企業を脅迫する

事例が増加しているそうです。Ｐ２０より

「いつまでも噛めると思っていたわが歯８０２０

は夢のまた夢」皆さん、２０本を目指して頑

張ってください。
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【出席報告】無届欠席０　福島出席向上委員長

　

　

　

　

【Ｍ　　Ｕ】

１／１８（入間）沢辺君

　

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・父の葬儀にはたくさんの方に会葬頂き有難

　うございました。　　　　　　　　島田君

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君

・早退　　　　　　　　　　　　　　橋本君

本日計１２，０００円、累計額６３０，００１円。

◎３１日例会当番は木川、小谷野会員です。

　

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　吉澤プログラム委員長

　昨年１０／２９に開催された第２２回「駿河

台大学日本語スピーチコンテスト」２１名の

登壇者の中から４名にお出で頂きました。引

率の馬述波様は駿河台大学グローバル教育課

職員として留学生のお世話をされています。

馬様：本学に在籍する学生約３，３５０名のう

ち１４０名程度が留学生です。出身は中国６

割、ベトナム２割、他に、ネパール、ミャン

マー、スリランカ、韓国、台湾、モンゴル、

タイ、マレーシアとなっています。

　日本語学習の発表の場として毎年学内でス

ピーチコンテストを開催しています。今年は

学外にも発信してスピーカ募集をした結果、

一般留学生９名、交換派遣留学生６名、学外

（日本語学校・専門学校）５名、外国籍の飯能

市民１名、計２１名と参加者が増えました。

　飯能ロータリークラブ様からは審査員とク

ラブ賞等でご協力ご協賛を頂いており、御礼

申し上げます。多くのスピーチを聴いて頂け

るよう調整しましたが、飯能ロータリークラ

ブ賞を獲得した駿台外語＆ビジネス専門学校

の学生もテストのため出席する事が出来ず、

申し訳ございませんでした。

◎徐昊（ジョ ゴウ）さんは中国の聊城（リャオチョン）

大学からの交換留学生で、日本文化で興味の

あるものは、「伝統芸能」と「お祭り」だそ

うです。テーマは「日本での生活」です。

徐さん：はじめまして。

こんにちは。徐昊と申し

ます。中国からの交換留

学生です。

　日本に来る前に大学

で、もう２年半位日本語

を勉強しましたが、実際

に日本の生活を経験した

くて日本に来ました。今

は日本での生活はあっと言う間に１０か月経

ちました。期待を胸にしながら日本に到着し

た初日は今でも目に浮かべます。

　最初は大きな不安を抱いて、この、知らな

くて、行った事もなかった異国に居ました。

１０か月経った今は、私はスムーズに日本人

と交流する事が出来るようになり、自分は多く

の経験を通じて大きく成長したと思います。

　そして、その１０か月の間で私はいろいろ

の活動に参加しました。例えば、さまざまな

祭りとか、浴衣の着付けの経験と華道と茶道

の経験、野球試合と大相撲の観戦等、有意義

な事をたくさん経験しました。そしてこれら

のイベントを通して、私は自分の視野が広が

ったように、と思って、いろいろ成長と思い

ました。本当に宝物だと思っています。

　そして、その１年間の交換留学生活はあっ

と言う間に過ぎ去って、あと１か月足らずで

私は中国に戻ります。非常に惜しんでいま

す。でも、その…った１０か月間は私ならと

ても充実して楽しかったと思います。そして

今回の留学経験は私なら一生忘れられない経

験と思っています。

　そして、私は中国に戻っても自分の初心を

忘れず、ずっと是非一生懸命勉強したいと思

います。そして、この間いろいろお世話にな

りました。どうも有難うございました。

　以上です。

◎賈志剛（ジャ ジーガン）さんは中国の山東省か

ら来た留学生で、スピーチコンテストの健闘

賞の受賞者です。好きな日本語は「いただき

ます」「ごちそうさま」だそうです。テーマ

は「きれいな日本語・面白い日本語」です。

※心理学部１年

賈さん：皆さん、こんにちは。私は中国から

来ました賈志剛と申します。どうぞよろしく

お願いします。

　私は高校を卒業してから日本へ来ました。

日本語スピーチコンテスト
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侯真秋（コウ シンシュウ）さん

HOANG VAN BAO（ホアン ヴァン バオ）さん
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２年間の生活で私はだん

だん日本の事が好きにな

りました。でも日本に来

て一番困った事は言葉で

す。中国にはない言葉が

日本では当たり前のよう

に使われていたり、聞い

た事もない意味の言葉が

あったり、日本には美し

い言葉が多くあり、改めて日本語は素晴らし

いと思いました。ですから今回、私が思うき

れいな日本語、面白い日本語についてスピー

チします。

　日本では食事の時、「いただきます」と言

う習慣があります。中国にはありません。い

のちの恵みや作ってくれた人への感謝の気持

ちで、日本人は食べる度に感謝の意を込めて

いる事が初めて分かりました。とても感動的

な言葉でした。ですから私も毎回、ごはんを

食べる時は「いただきます」と言うようにな

りました。きれいな言葉ですね。

　それから、「そうですね」という日本語で

す。私は初めて日本語を勉強した時、「ＹＥＳ」

の意味だけだと思いました。でも日本人と話

したあとで、全部が全部、あいづちみたいな

「そうですね」ではないという事が分かりま

した。何かものを考える時の「そうですね」

や、相手に同意する時の「そうですね」。い

ろいろな意味があって面白い言葉だと思いま

した。

　それから、雨の日に「傘をさす」という日

本語を初めて聞いた時、「刺す？」と思って

ビックリしました。中国語だと「傘をさす」

という中国語は「開く」という表現。…と言

われて納得しました。「傘をさす」って面白

い日本語ですね。

　こうやってみてみると、日本には美しい言

葉が多くあります。改めて日本語も素晴らし

いと思いました。

　皆さんが面白い、きれいだと（思う）日本

語は何ですか。

　では、一生懸命日本語を勉強しましょう。

　日本、ずっと愛してる。

　ご清聴どうも有難うございます。

　

　

◎侯真秋（コウシンシュウ）さんは中国の聊城大学

からの交換留学生です。興味のある日本文化

は「書道」だそうです。テーマは「日本人の

距離感」です。

　

侯さん：皆さん、こんにちは。中国から参り

ました侯真秋と申します。

　日本に来て、もうすぐ１年が経ちました。

その中で、日本の社会や

文化をたくさん体験しま

した。その中で一番印象

深いのは日本人の距離感

です。

　ご存知のように日本人

のマナーはとてもいいで

す。しかし、大部分の人

間関係は挨拶だけで、簡

単に自分の本心を明けなくて、自分の個人空

間をちゃんと守って、他人と距離感をもって

います。

　私は、あの事のあとは、自分の考え方は変

わりました。その前はずっとそうと思います

けど。

　ある日、私はアルバイトの日に珍しく暇で

お店で２名様だけで、そのもう１人はひどく

酔っ払いました。

　会計した時に彼は「現金が足りないからど

うしてもカードで支払いたいです」。でも私

は、アルバイトしているお店は「カードで支

払う事は出来ません」。私はそのお客様に説

明しても、ひどく酔っ払っていますから納得

してくれませんでした。

「それでは足りないよ、現金は」「大丈夫で

す」私はそう言いました。彼は唯一の（？）

千円を出して店を出ました。

　そのあと、もう一人のお客様は会計した時

に「彼のために支払いたい」と言いました。

私は聞きました。「お客様は彼とお知り合い

ですか」。彼は返事して、「いいえ、違います。

知らない人です」。私はビックリしました。

「えーっ、そんなら私は預かりません」と言

いました。しかし、そのお客様は諦めない

で、お金を置いて、すぐお店を出ました。

　私はその事は初めて体験ですからビックリ

しました。本当に感動させられました。

　この一瞬で、日本人の距離感は近くなりま

した。

　私のスピーチは以上です。ご清聴有難うご

ざいます。

　

　

◎HOANG VAN BAO（ホアンヴァンバオ）さんは健闘賞

の受賞者です。出身はベトナム。好きな日本

語は「諦めない」。テーマは「全て、夢のため」

です。※経済経営学部３年

　

バオさん：はい。皆さん、こんにちは。ベト

ナムから参りましたバオと申します。よろし

くお願いします。

　皆様は夢がありますか。

　皆様の夢は何ですか。

　私の夢は将来、貿易会社を経営する事で



す。特に果物の貿易です。

ある国の果物を、まだ食

べられていない国の人に

提供したいです。

　１８歳、その夢をもって

日本に留学しました私は

ベトナムでたった５か月

しか日本語を勉強しませ

んでした。挨拶ぐらいし

か出来なかったので、最初日本に来た時、大

変でした。学校の友だちもまだ出来ない、家

族も居ない。学校が終わったら自分の部屋に

入って、もちろん誰も居ませんでした。

　それまで１８年、毎日家族全員の顔が見え

る、毎日家族全員と話せるという環境だった

のに、１８歳の現実は、ここに私しか居ませ

んでした。部屋に居る時、壁しか見えません

でした。淋しかったです。家族と連絡を取ろ

うと思ったら携帯電話がありませんでした。

その時はまだ携帯電話を買ってなかったので

連絡を取れませんでした。

　淋しくて淋しくて、心の中では「男の子は

簡単に泣かない」と思った私ですが、涙が出

てきました。日本に来た目的、これからの人

生、自分の夢が全部頭の中から消えてしま

い、「家族全員に会いたい。家族全員と話し

たい。家の温かい料理を食べたい。ただ帰り

たい」という思いしか頭の中にありませんで

した。その時、この世界に私しか居ない感じ

がしました。私はどうしたらいいのか。

　その時、「頑張れ、頑張れ。今、泣く時じ

ゃない。今、淋しがってる場合じゃない」と

心の声が聞こえました。ベトナムに居る家族

３人、いつも私の事を応援して、いつもいつ

も私の事を信じているのに、何故、何故私は

泣くのだろう。「日本に留学した目的、自分

の夢を忘れたのですか」。

　答えは「いいえ」。いつも精神的に強い

私、戻って来い。私に今、出来るのは、頑張

る事しかありません。そうだ勉強だ。勉強し

なければならない。大学に入らなければなら

ない。将来、自分の夢を現実にしなければな

らない。辛い。そうです、辛いです。しか

し、一生懸命頑張ったらどんな事も出来るだ

ろう。いくら辛い事があっても何とか乗り越

えられると。ずっと自分が強いと信じまし

た。心の中、絶対いつか自分の夢を叶え、絶

対いつか私は成功すると信じています。

　将来、貿易会社を経営する事が出来るよう

に、さまざまな果物を人々が食べられるよう

に。果物を食べると皆、幸せな気持ちになり

ます。それを世界に広がられたら、嬉しいで

す。現在、駿河台大学で一生懸命専門知識を

学んでいるのは、全て夢のためです。

　ここに座っている皆さんは夢があります

か。皆さんの夢は何ですか。

　ご清聴有難うございました。

　

質問●出身地は？

バオさん：私はベトナムのハノイに住んでい

ます。

賈さん：山東省から参りました。北の方で、

今日の温度は－７℃位です。

徐さん：山東省のチンタオから参りました。

チンタオビルが有名です。きれいな海辺のシ

ティです。

侯さん：広東省リンサイ市です。書道はとて

も有名です。

　

　


