
・点　鐘　島田会長
・ソング　手に手つないで　四つのテスト
・卓　話　馬述波様
　　　　　駿河台大学日本語スピーチコンテスト
　　　　　　入賞者の皆さん

【会長報告】
　平成もあと３か月ちょっとになりました。
　先週１／２０ヘリテイジ飯能ｓｔａ．で行われ
たＩＭ、主管は入間ＲＣでしたが、飯能から
３５、６名の方に参加して頂きました。ガバ
ナーからも「大変まとまりのあるすごいクラブ
だな」とお褒め頂きました。会長として改めて
御礼申し上げさせて頂きたいと思います。有
難うございました。
　また、４月に韓国・東清州ＲＣより５０周年
記念にお招きを頂いておりましたが、ここで
正式に「クラブの行事と重なる」という事で
欠席の報告をさせて頂きました。飯能ＲＣの
５０周年にお祝い金を頂いておりますので、
来月早 「々埼玉りそな」さんの方から送金させ
て頂きたいと思います。そして、お祝いの言
葉を幹事に毛筆で書いて頂いたものと私の写
真を添えて月初めに送りたいと思います。
　本日は恒例となりました駿河台大学の日本
語スピーチコンテスト入賞者の発表です。去
年に引き続きまして馬先生、有難うございます。
昨年１０／２８矢島（高）国際奉仕委員長と共に
コンテストの審査員として大学にお伺いさせ
て頂きました。皆さん、あとでびっくりされ
ると思うのですけれども、すごい挨拶をされ
ます。是非楽しみにして頂きたいと思います。
今日も夕方から５委員長と「飯能の将来」につ
いて合同で委員会をさせて頂きますけれども
是非、今後とも市内の駿河台大学さんとはお
近付きになりたいと思っております。先生、

ひとつよろしくお願いします。
　

【幹事報告】
　２／６理事会。その日に「埼玉りそな銀行」
Ｉ様の入会式もございます。例会終了後、細
淵ガバナー補佐を囲んでのパスト会長会議を
行います。よろしくお願い致します。
　４／１４地区大会の参加申込は本日まで。
　ロータリーレート１ドル＝１１０円
　

【委員会報告】なし
　

【出席報告】無届欠席０　 鈴木出席向上委員
　
　
　
　
　

【Ｍ　　Ｕ】
１／１９（地区）中里（忠）君
１／２３（地区）伊澤君
１／２４（地区）島田君、和泉君、本橋君
　

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・駿河台大学　馬先生はじめ３名の留学生の
　皆様、本日は有難うございます。よろしく
　お願い致します。
　　　　　　　 矢島（高）君：国際奉仕委員会
・入会記念品、有難うございました。沢辺君
・神田（敬）ＳＡＡ様、昨夜はお世話になりま
　した。　　　　　　　　　　　　　前島君
・早退します。　　　　 吉田（武）君、吉澤君
本日計６，０００円、累計額５７７，００１円。
◎６日例会当番は吉島、矢島（高）会員です。
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【卓　　話】
講師紹介　　　　　 矢島（高）国際奉仕委員長
　本日、駿河台大学様より馬先生はじめ３名
の外国人留学生にお出で頂きました。駿河台
大学様では毎年秋に「駿輝祭」という学園祭
が開かれており、その中のイベントの１つに
外国人留学生による「日本語スピーチコンテ
スト」がございます。飯能ＲＣ国際奉仕委員
会が毎年担当し、審査員という形でそのイベ
ントに参加させて頂いております。今年も会
長と２名でお邪魔させて頂きました。会長の
お話にもありましたが、本日お出でになった
３名の方はとても優秀な発表をして下さいま
した。大変驚いたわけなのですが、当日は９
名が登壇、本日の３名はその中でも特に優秀
だった方です。本日４名の予定だったのです
が１名の方がインフルエンザに罹ってしまい
３名となりました。時間はたっぷりございま
すので十分にお話し頂ければと思います。
　馬先生から発表者のご紹介を頂きたいと思
います。よろしくお願い致します。
　

　
馬様：皆様こんにちは。
本日はお招き頂き誠に有
難うございます。先程ご
紹介頂いた、駿河台大学
グローバル教育課のマー
と申します。
　本学留学生に毎年この
ような機会を与えて下さ
り感謝を申し上げます。
駿河台大学は現在３６００
名程度の学生が在籍し、

そのうち２４０名程度が留学生となっています。
出身国としては中国が約半数。次、ベトナム
が３割弱。その他はネパール、ミャンマー、
スリランカ、マレーシア、ウズベキスタン、
ケニア、韓国、台湾となっています。本学は
留学生の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おります。
今回で２３回目を迎えました。今年は一般留
学生８名、交換留学生１名が参加してくれま
して、コンテストでは総勢９名のスピーカー
が日本での生活で感じた事、環境問題、家族
の事、日本語について等、さまざまなテーマ
で発表してくれました。このスピーチコンテ
ストにつきましては飯能ＲＣ様から毎年、審
査員と「ロータリークラブ賞」のご協力ご協賛
を頂いております。この場をお借りしまして
御礼申し上げます。有難うございます。
　では早速、学生のスピーチを披露させて頂
きたいと思います。本日は４名の予定でした
が、１名から「インフルエンザに罹った」との
連絡があり、本日は一般留学生２名、ドイツ
からの交換留学生１名、計３名で参りました。

◎まずは、グエン・チイさんです。現代文化
学部３年、ベトナムからの留学生です。今回

「優秀賞」を受賞しました。テーマは「日本人
は冷たいけど冷たくない」です（笑）。
　

グエンさん：こんにちは。
　私、日本人に話しかけ
たい。そんな簡単な事で
すが、なかなか出来てな
いのです。
　私、日本に来て、もう
３年になる編入生です。
　２年前は、今の大学と
同じ系列グループの専門
学校に居ました。外国人
とっても多く、日本人と

分けられて、私毎日外国人ばっかりと授業を
受けていました。その時、日本人の友達が全
然出来なくてとっても淋しかったです。私、
日本が大好き。子どもの頃からずーっと日本
に行きたい気持ちをもって、やっと夢の国に
来た私。この国の人々と仲良くなりたくてた
まらなかったです。
　専門学校のバーベキューイベントに参加し
た時、私、日本人ばっかりのグループに入りま
した。私は「これでようやく日本人と話す機会
が出来た」と思って自分から日本人に話しか
けました。「すみません。ここ座ってもいいです
か」。相手の日本人、全然考えずにすぐ断わり
ました。「あとで友達が来るから。すみません」
って。本当に失望しました。ベトナムでは皆
と一緒に座ってすぐ友達になれるのに「日本人
は冷たい。日本人に差別された」と思いました。

「日本人なんて嫌い」。それでも頑張って専門
学校を卒業して今の大学に入りました。
　初めて、教室分からないので誰かに教えて
もらおうと思って日本語を使って聞いたにも
かかわらず「ソーリー、ソーリー、英語分かん
ない。ソーリー！」と。本当に私の日本語、そん
なに英語と似てますか、皆さん。もしかした
ら私の見た目は日本人と違うかもしれないが
頑張って日本語をしゃべっているのに何で皆
さん私の日本語を聴いてくれないですか。辛
いですよ。
　でも嫌な事ばっかりではありません。日本
では外国人は日本人とすぐ親しくなれないで
すが、とっても暮らし易い国だと思います。
今、私、焼肉屋さんでバイトしています。ホー
ルの仕事なので日本語たくさん使っています。
でも肉の説明が長くて覚えられないし、理解
出来ない事たくさんありますが、先輩達が一
緒に考えて、肉の説明も短くしてくれたし、
分からない事あったらすぐ教えてもらうの
に、本当に皆、優しくて親切な人です。
　あと、この間、私、栃木県に行くために電車
乗りました。栃木駅に降りたかったのでドア
の前にずっと待ってもなかなか開きませんで
した、ドアが。で、メッチャ焦って「え？どうし
よう、どうしよう」って。うしろ、全然知らない
おじいさんに来て、ボタン押して、ピューッ。
ドア開きました。本当にびっくりしました。
私、ずっと東京に住んでいましたので、そう
いう電車もある事は全然知らなかった。本当
に助かりました。日本では、日本人は自分だ
けではなく、皆と一緒に困難を乗り越えよう
としています。あと、日本人はいつも相手の
事をよく考えて、お互い困らないようにして
います。その姿は世界の中でも特に素晴らし

駿河台大学日本語スピーチコンテスト
入賞者の発表

馬述波（マ ジュッハ）様駿河台大学 グローバル教育課

NGUYEN THI Y（グエン チ イ）さん〈優秀賞〉

NORDEN,ANDREAS HERMANNさん
（ノルデン アンドレアス ヘルマン）

BHATTA BINOD（バッタ ビノ）さん

〈ロータリークラブ賞〉



いところだと思います。
　でも私はいつも言いたい事をはっきり言う
ので、たとえば、あんまり好きじゃなかったら

「嫌い。やんない」とか「絶対やんない」とかっ
て言うので、何か相手の日本人はいつも私に
対してびっくりしましたよ。私、敬遠されて
しまうのはそれだと思います。
　とにかく今、私、日本人の友達がたくさん出
来ています。本当に、国籍関係無く、友達に感
じていました。あと、本当に何か最近、日本人
も何か冷たくないと思うようになりました。
　これからも日本語を頑張って勉強して、こ
こで就職したいと思います。日本人と共に仕
事したいのです。
　以上です。有難うございました。
　
◎次はドイツ・ミュンヘン大学からの交換留
学生、ノルデン・アンドレアス・ヘルマンさん
です。写真撮影と歴史の勉強が趣味だそうで
す。テーマは「ナチスの誇大妄想：世界の都
ゲルマニア」です。

アンドレアスさん：皆さ
ん、こんにちは。ドイツの
ミュンヘン大学から参り
ましたアンドレアスと申
します。では、スピーチ
を始めさせて頂きます。
　高校生の時に、ナチス
ドイツが犯した人道に反
する罪についてたくさん
勉強して、そのような事
がもう二度と起きないだ

ろうと思いましたが、最近の数年はやっぱり
「歴史は繰り返す」と思うようになりました。
何故かと言うと、ドイツを含めて全ての欧米
の国々において、右翼あるいはファッショ的
な政党が再び栄えて来て、公然と人種差別し
ている人がまた増えて来たからです。
　ドイツの場合は、ヒトラーの権力掌握直前
のワイマール共和帝国の事を思い出す人も少
なくないです。そこまで心配するのはまだ少
し早いと思いますけど、やっぱり今はナチス
の暴政についての記憶を呼び起こす事がいつ
もより大事だと思っています。そのため「ホ
ロコースト」とは違って、海外で、外国であ
まり知られていない「世界の都ゲルマニア」
を例として、ナチスドイツの誇大妄想につい
て発表したいと思います。
「大量虐殺」は言うまでもなく、「都市設計」も
ナチスドイツがもっている恐ろしい人間蔑視
の考え方を示しています。「世界の都ゲルマニ
ア」というのは一体何でしょう。アドルフ・ヒ
トラーが考えた、ドイツ首都ベルリンを改造
して改名する大計画の事です。構築しようと
した「大ゲルマン帝国」には、その中心となる
都市が必要だとヒトラーは考えました。アー
リア人の人類的優性とナチスドイツの権力を
示すためにヒトラーは、ロンドンやパリより
素晴らしい街を造りたかったのです。「ゲルマ
ニア」を造るのに必要な土地を得るため、ベル
リンに住んでいたユダヤ人は家を没収され追
い出されてしまいました。
　さて、ナチスが目指した「ゲルマニア」はど
んな都市でしょうか。「古典古代と比べると現
代の都市は国の力を表す建物があまり存在せ
ず、政府は自慢出来るモニュメントを建てる
べきだ」とヒトラーが『わが闘争』で書きま
した。そのため「ゲルマニア」を設計する時は

古代ローマを手本にして、それをヒトラーの
個人的な好みと組み合わせました。そうやっ
て出来た建築様式を「ドイツ風のネオ・クラシ
シズム」あるいは「新古典主義建築」と言いま
す。石材で造られたモニュメンタルな新古典
主義の建物は巨大な柱が数本並んでおり、非
常に印象的な建物です。それは偶然じゃあり
ません。むしろヒトラーによると「ある民族
の建物が大きければ大きい程優れた民族」だ
そうです。何千年が経っても「ゲルマニア」の
建物はローマのコロッセウムのように遺るは
ずでした。ナチスのメガロマニア（誇大妄想）
を最も証明するのはゲルマン諸民族代表議員
の集会ホールとして設計された「フォルクス
ハレ」です。目指した建築面積は約１０万㎡で
高さは３２０ｍで、世界一大きいドーム型の
建物になるはずでした。そして、ヒトラーは

「フォルクスハレ」の一番上に、地球を持って
いる帝国の鷲を飾ろうと思いました。
　言い換えると、ナチスは建築によって全世
界を制圧する願望を表そうと思ったのです。
あとは、「フォルクスハレ」のような大きい建物
を建てる事によって人々を小さく感じさせて
彼らをナチスの独裁政権に従わせようと考え
たのです。
　以上をまとめると、建築も大切なプロパガ
ンダの方法の一つでした。国内外で自分の権
力を示すためにナチスは先程説明した建築を
使って「世界の都ゲルマニア」を造ろうとしま
した。しかし私の意見では「ゲルマニア」はナ
チスの誇大妄想としか思えません。ローマの
ような永遠の都市を造りたかったナチスのせ
いで起きた第２次世界大戦の後、ベルリンは
もう、廃墟だらけのほか何ものでもなかった
です。だからこそ新たな右翼の動向にはしっ
かりと反対すべきだと強く考えています。そ
れはドイツ人としての私の義務だと考えてい
ます。
　以上で発表を終わります。
　
◎そして本日最後の発表者、バッタ・ビノさん
です。今回のスピーチコンテストの最優秀賞

「ロータリークラブ賞」の受賞者です。ネパー
ル出身で本学のメディア情報学部の４年生で
す。スピーチのテーマは「美しい地球環境を
守りましょう」です。

　ビノさん：皆さんこんに
ちは。私、ネパール出身
のバッタ・ビノと申します。
よろしくお願いします。
　私達、毎日、テレビ、車、
パソコン、エアコン等、電
化製品を快適に使ってい
ます。そしてここ日本は
高層ビル立ち並び、電車、
自動車等、交通機関が素
晴らしく整備された大変

便利な国です。世界に目を向けても、どこでも
便利な製品が売れ豊かになっています。
　しかし、少しでも豊かな生活をしようと思
っている私達人間の考える欲求により、未来
の地球はどんどん悪くなっています。先進国
の工業化は進み、環境を破壊し続けて来たの
ではないでしょうか。必要以上に車を使うと
か、フロンガス出る製品を作るとか、どんどん
工業化は進み、水、空気、土地、海など、汚し続
けて来たのではないでしょうか。地球の温暖
化により砂漠化、洪水などを引き起こし、多く



の人々の生活を不便にしています。たとえば
ヒマラヤの氷河が溶け始め、２０年程で現在の
３分の１、氷河が溶ける可能性があります。
インドのモルディブという島の国では、その
国の土地が今、海になっています。大変じゃ
ないでしょうか、皆さん。それ以上に、米国の
ＮＡＳＡの科学者は今、オゾン層に穴が開き
そうだと言っています。もしオゾン層に穴が
開いたら、太陽の光、この地球に直接入り、有
害な紫外線の影響を受けます。もしオゾン層
破壊１０％だけ進めば２６％皮膚がんが増える
事を国連は発表しています。偶然にも先月、
東欧のポーランドという国ではＣＯＰ２４の国
際会議、開かれました。環境問題解決するため
に先進国だけではなく全ての国、美しい地球
守るという心、一つにするしかないと思います。
国と国の間の関係、それぞれの国の利益が優
先され、一つの意見にまとまりません。私達
地球人は「地球の利益」「人類の利益」として考
える必要があると思います。私達一人一人が
便利さばかり考えないで、無駄を無くし、節約
型の生活、始める事、大切だと思います。私も
自分が居ない部屋に電気を点けっぱなししな
いとか自分が居ない部屋にエアコンを点けっ
ぱなししないとか、少しぐらい歩ける所、歩い
て、自動車など使わないように生活しています。
　皆さんも自分から出来る事、生活型の生活
始めて、この美しい地球、守りましょう。
　　ご清聴有難うございます。
　
島田会長：時間がありますので「日本の感
想」等お願いしたいと思います。
馬様：私は２００１年に日本に来まして２０年
近く日本に住んでいますので今更日本の感想
と言ってもちょっと出て来ないんですけど、
去年は本学の学生にインタビュー的な事をテ
レビの方がやってましたので、日本で生活し
て感じた事等を皆さんに聞いてみます。
ビノさん：最初はネパールの学校で少し日本
語を勉強して来日しました。けれども少し

「おはようございます」「こんにちは」みたいな
普通の挨拶ぐらいの勉強して日本に来て、日
本語学校で日本語を教える先生方も日本人な
ので、日本語全く分からない状態で授業に居
たのですけれども、先生から言っている事、何
でも同じように聞こえました。皆いろいろな
国の友達居たのですけれども、自分の言葉で
言ってもまたさらに外国人なので分からない
し、先生から教えてもらってる日本語も何言
っても同じように聞こえました。先生は「高い」
と言っても「長い」と言っても「ガイ」「ガイ」だ
け、うしろの方だけ聞こえました。「あります」

「お願いします」も「マス」「マス」だけ聞こえま
した。だんだんその違いも、日本に住んでて
その同じ先生から教えて頂いた
授業をとって少しぐらいその間
の違いを分かるようになって、
少し日本語分かるようになって
今は少しコミュニケーションと
るぐらいの日本語出来てます。
グエンさん：日本人は、さっき
「冷たいけど冷たくない」って言
ったが、何か最近は、友達になっ
たあと、やっぱり、何か冷たくな
いけど、私よく日本の文化分か
らないから、何か全然合わせな
い時もありましたし、あと、何か
いつも言いたい事をはっきり言

うので相手に敬遠されちゃう時もありました
が、最近、友達と会話とかする時はやっぱり日
本人は何かそういう話をするよねって。日本
人の性格はそれだねって思った。何か最初は

「日本人は何で本当の事言わないの？」ってい
つも思った。「何で甘い事しか言わないの？」

「何かめんどくさくない？」って思った。何か
本当に何を思ってるのか分かんない。いつも
褒めるから、本当に。「私そんなに日本語上手い
の？」「そんなにしゃべんないのに何でメッチャ
褒めるの？」って。意味分かんないぐらい。で
もやっぱりここは日本だから、自分が、性格も
どんどん変わって日本と合わせるようにして
います。そういう事です。何か、自分の国は
あんまり他の人に褒めない。何か、褒めたら
自慢になっちゃうから皆は相手の事を褒めな
い、いつも。「あなたまだだよ」「何も出来ないよ」
とかって言っちゃいます。でも日本人はいつ
も相手の事を褒めるからメッチャ嬉しいで
す。何か「もっと頑張りたい」とか気持ちを
もてるようになりました。
アンドレアスさん：日本と私の関係はですね、

「結婚相手」のようですよね（笑）。まあ、喧嘩も
たまにありますけど、ヤな事もたまにあります
けど、やっぱり愛してますよね、日本の事。まあ
私の人生の中心ですよね、日本は。大学の専攻
も「日本学」で、やっぱり「第二のふるさと」に
なって来ましたよね、日本は。そうですね、これ
からも、日本と関係ない仕事、ちょっとイメー
ジ出来ないじゃない。やっぱり日本と関係あ
る事がしたいですよね。せっかくここまで来て
飯能で１年間、駿大で勉強させて頂いて、ドイ
ツに帰ってもここで得た知識、やっぱり活か
したいですよね。
吉田（健）会員：ベトナムには去年、一昨年と
２年、ＰＣの贈呈の事で行ったのでいろいろ
勉強したのですけど、ベトナムっていうのは
私の知識では平均年齢が若い国なんですね。
日本は６７歳、ベトナムは３０歳弱。要するに
米国と戦争して、その後、今、国が立ち上がっ
てるところ。２回学校を訪問して気になった
事が、お昼になると子ども達がバーッと帰っ
ちゃうんです。その点を不思議に思ってたか
ら今、グエンさんに聞いたら、日本の昔と同じ
ですよね。日本では今、学校給食やってます
けど、ベトナムはうちへ行ってごはん食べて
また帰って来い、と。そういうふうにまだまだ
国がこれから伸びてくというところで。だか
ら私共でお贈りした２０台、１つの部屋に２０
台のＰＣが置いてあって、それを本気で皆で
回してやってる。これからの国。こういうふ
うにして日本に来て勉強してもらって、将来
もっともっと仲良くやって平和に貢献しても
らえば有難いと思います。




