
・点　鐘　土屋会長
・ソング　手に手つないで　四つのテスト
・卓　話　日本語スピーチコンテスト入賞者
　　　　　の皆さん

【会長報告】
　１５日に駿河台大学で行われた日本語スピー
チコンテストに参加された留学生の皆様にお
出で頂きました。後程発表して頂きます。当日
は学外の方を含む１０名の発表がありました。
　２３日、第３グループの会長幹事会（所沢）。
今年度はＩＭが無いので新年会という形でし
た。徳永補佐からも協議事項はございません
でした。次回は６月頃、新旧の会長幹事を交
えて開催する予定だそうです。
　２５日、入会５年未満の会員を対象とした
第３グループの研修会が紫雲閣（東松山）で開
かれ、加藤、五十嵐、石倉、大野（正）、天ヶ瀬会員
と勉強して参りました。２０１９年に改訂され
た「手続要覧」を中心に、加藤玄静ＲＬＩ委員長、
坂本元彦ＰＧ、栗山昇氏が講演されました。

「手続要覧」はＡ４判となり、クラブ運営に関す
る主な変更点として★会長後任者が不在の場
合、現職の会長が１年に限り延長可。★年次総
会では年間予算と年次報告を発表する。★オ
ンラインクラブの所在地は全世界またはクラ
ブ理事会の決定通りとする。★ＭＵは年度内
に行う。★会員は公職、ＲＩ職員も可（市長、県
議会議員、市議会議員も会員になれる）。★同
一職業は５名まで（５１名以上は１０％）という
規定が削除、何人でも入会可。★２０年間値上
げの無かった「人頭分担金」は４年間に亘って
１ドルずつ値上げ。値上げを阻止するには会
員を増やすしかないという事だそうです。

【幹事報告】

　２／１１２０１９－２０年度ＲＹＬＡ（ロータリー
青少年指導者養成プログラム）の「インターア
クト次期指導者講習会」（ウエスタ川越）。米山
記念奨学委員会、青少年奉仕委員会の方に是
非出席して頂きたいとの事です。締切１／３１。

【委員会報告】
◎５５周年・受付接待委員会　　　　 市川君
　夫人の出席予定を本日中にお知らせ下さ
い。会員ご本人様の出欠は２／５までに事務
局にご提出下さい。

【出席報告】無届欠席０ 川口出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】
１／２３（第３Ｇ）土屋君
１／２５（地区）土屋君、加藤君、石倉君
　　　　　　五十嵐君、大野（正）君、天ヶ瀬君

【ＳＡＡ報告】◎ニコニコＢＯＸ　なし
本日計０円、累計額６３０，５０１円。
◎５日例会当番は小川、大野（康）会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　市川国際奉仕委員長
　今年度は学園祭ではなく、今月１５日に駿河
台大学で開催された「国際交流パーティー」の
中でコンテストが行われました。とても素晴
らしい学生さん５名と、引率の木村先生にお
出で頂きました。木村先生より各スピーカー
のご紹介をお願いしたいと思います。
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木村様：本日はお招き頂
き誠に有難うございま
す。先程ご紹介頂きまし
た駿河台大学グローバル
教育課の木村と申しま
す。私共、駿河台大学の
日本語スピーチコンテス
ト参加者に毎年このよう
な機会を与えて頂き厚く
御礼申し上げます。
　駿河台大学では現在

３，８５０名程の学生が学んでおり、そのうち
約２６０名が留学生となっております。国籍
は１３か国に亘り、人数で見ますと中国が留学
生全体の約半数で、次いでベトナム約３０％、
ネパール約１０％の順となります。本学では
留学生が日本語学習の成果を発表する場とし
て毎年学内でスピーチコンテストを開催して
おり、先日１５日に行われた回で２４回目とな
りました。留学生の発表は毎回、日本人が見落
としてしまいがちな新鮮な気づきに溢れてい
ると思います。３年前からは、より充実した内
容になるようにとの期待を込めて、日本語学
校の生徒さんや近隣にお住いの外国人の方々
にも参加を呼び掛けております。
　この日本語スピーチコンテストにつきまし
ては飯能ＲＣ様より審査員やロータリークラ
ブ賞などでたくさんのご協力ご協賛を頂いて
おります。この場をお借りして改めて御礼申
し上げます。
　今回のコンテストには本学の一般留学生７
名、中国山東省・聊城大学からの交換留学生
１名、日本語学校の生徒２名と、合わせて１０
名の参加があり、それぞれがさまざまなテー
マで個性豊かなスピーチを行ってくれまし
た。本日はその中から５名のスピーチをご披
露させて頂きたいと思います。

◎まずは、今回、第２位に当たる優秀賞を受賞
したネパール出身の本学メディア情報学部３
年、シュレスタ　サザンさん、テーマは「新聞
配達をして変わった私の人生」です。サザン
さんは英語学習にもとても熱心で、昨年７月
に本学グローバル教育センター主催で行われ
たイングリッシュ・スピーチ・コンテストでも
優秀賞を受賞。昨年１２月にも、同じくグロー
バル教育センター主催で開催された外国語プ
レゼン大会でも、英語によるプレゼンで、グ
ローバル教育センター長賞を受賞しました。

サザンさん：私は今、新聞配達のアルバイト
をしながら大学に通っています。新聞配達は
朝刊と夕刊があります。今年で４年半を迎え
ました。新聞配達を始めた最初の１年頃は朝
早く起きるのがとても辛くてもう嫌だと感じ
ました。夏の時は早く目が覚めるのでいいの

ですが、冬はなかなか起
きられません。また、晴
れの時は天気が良くて配
達するのがとてもいいの
ですが、雨の日はカッパ
を着て配達するのがとて
も大変です。
　２年前の冬は雪がたく
さん積り、普段３時間で
配達が終わるところ、５
時間半もかかった時もあ

りました。その日は朝１時に起きて新聞を包
んで店を出たのに、配達を終わって店に戻っ
て来たのは５時半過ぎでした。雪がたくさん
積り、原付のタイヤに雪がからみつき、タイ
ヤが回らず、前になかなか進むことが出来な
かったからです。仕事から戻った時、バイト
先の店長が心配して店の近くでずっと待って
いてくれました。
　やはり新聞配達はとても大変だと感じまし
た。しかし、新聞配達をする事でいろいろと嬉
しい事もありました。朝、新聞を待っているお
客様から「おはようございます」「いつもご苦
労様です」「気をつけて下さいね」と声をかけ
てもらったり、また、そのお客様からいろいろ
なお土産をもらった事もありました。去年の
夏には新聞配達の途中で鼻血が出てきました。
その時、家の前を掃除されていたおばあちゃ
んが鼻紙、つまりティッシュを下さいました。
この間も新聞配達の途中で原付のタイヤがパ
ンクしてしまい、仕方なく原付を押しながら
歩いていると、知り合いのおじいちゃんが

「どうしましたか」と声をかけて下さり、その
おじいさんの家の自転車を借りてまた新聞配
達を続けました。その後、おじいさんは私の原
付を修理して、店の近くまで届けて下さいま
した。私はとても嬉しくなりました。
　新聞配達をするといろいろな人々と出会
い、その人々から親切にされる事も多いです。
知らない同士でも、自分の周りに困っている
人がいれば助け合う、それが自然と行動出来
る事が本当にすごい事だと思いました。
　今、アルバイト代の中から毎月５万円を除
き、あとは自分で貯金をしています。その毎月
の５万円で自分の大学の学費を払っています。
そして大学の修学旅行も自分のアルバイト代
からお金を出していきます。自分で働いても
らったお金はなかなか無駄が出来ないもので
す。新聞配達をして働く事の大変さが分かり
ました。自分が一所懸命働いて得たお金は有
意義に使われてこそ、そのお金の価値がある
と思います。
　最後になりましたが、本日はこのような機
会を改めて与えて下さった飯能ＲＣの関係者
の皆様に心から感謝を申し上げます。ご清聴
有難うございました。

◎次に、今回、第１位の飯能ロータリークラブ
賞を受賞したイリナさんです。中国・内モンゴ
ル出身。現在は坂戸市の東亜国際外語学院の
生徒さんですが、春から日本の大学院に進学
します。いろいろな国の文化や習慣への関心
が深く、さまざまな国の言葉を勉強していき
たいそうです。将来の希望は通訳。テーマは

「キャッシュレスについて思うこと」です。

イリナさん：私が日本に来た時、一番ショッ
クを受けたのは、日本人にはキャッシュレス
より現金を使う人の方が多いという事です。

日本語スピーチコンテスト
～ 入賞者による発表～

木村得朗様駿河台大学グローバル教育課　引率：



なぜなら中国では今の若
者達は現金をあまり使い
ません。ほとんどのとこ
ろでスマホで支払う事が
出来るからです。ですか
ら日本は不便だと言う留
学生もいます。しかしキ
ャッシュレスは本当に便
利で問題はないのでしょ
うか。私はどんな事にも
良いところがある一方、

悪いところもあると思います。
　キャッシュレスの悪いところは、まず第一
に、利用者の消費感覚が分かりづらくなる事
です。つまり電子マネーは現金のようにお金
を使ったという実感がありません。携帯で簡
単に買い物が出来るので理性的に消費する事
が難しくなります。「今月お金が足りないな。
ちょっとお金、借りてしまおう。あとで返せば
大丈夫」。このように、最近、中国の学生達の中
には安易にネットローンを利用している学生
が多くなっているそうです。携帯で簡単にお
金が借りられるので、お金を借りているとい
う実感がないからだと思います。
　第二に、個人情報が漏洩する事です。キャッ
シュレスの発展に伴っていろいろなアプリが
開発されて、ネット詐欺が多くなっていま
す。例えば「ＱＲコードをスキャンすれば高級
イヤホンをプレゼント!」こういう広告です。
でも世の中に無料の物はありません。つまり
後から別の広告をたくさん送ってきたり、個
人情報を盗み取ったりする事を目的としてい
るのです。「もしかしたらこの広告も騙そうと
しているのかも…」。皆は不安になって人を信
じられなくなります。つまり、人と人の信頼
が壊れていくのではないでしょうか。
　第三は、スマホが無ければ何も出来なくな
るという事です。「あ、スマホ忘れてきちゃっ
た」。このように、スマホを忘れたらもう何も
出来ません。コンビニで買い物も出来ませ
ん。バスにも乗れません。喫茶店でコーヒーも
飲めません。キャッシュレス時代とはスマホ
が無ければ何も出来ない時代だと思います。

「あれ、スマホが見つからない」。もしスマホ
を無くしたらどうなるのでしょうか。想像し
てみて下さい。
　将来キャッシュレス時代が到来して現金は
無くなってしまうのでしょうか。もっと現金
から離れていくのでしょうか。私はそうは思
いません。私はキャッシュレスに頼り過ぎて
はいけないと思います。なぜなら、時代の発展
は人々の生活に便利さを与えますが新たな問
題も生じてくるからです。例えば、インター
ネットの発展に伴って、本を読む人が少なく
なっています。また、ネットで食事を注文すれ
ば家まで送ってくれるから、自分でご飯を作
る人がだんだん少なくなっています。キャッ
シュレス時代がもっと進んでいくとお金の本
当の価値が見えなくなってくるのではないで
しょうか。便利さの裏側にはこうした深刻な
問題が私達を待っていると思います。
　ご清聴どうも有難うございました。
　
◎次はグエン チャン カン ヴィさん、本学経
済経営学部の２年生です。ベトナム出身で、
将来の夢は自分のお茶のお店を開く事。皆が
お茶を飲みながらお菓子を食べて会話をして
いるのを見ると幸せな気持ちになるそうです。

また、仕事を通して母国ベトナムと日本との
懸け橋になりたいと願っています。テーマは

「特別な人」です。

ヴィさん：皆さん「特別
な人」とはどういう人の
事だと思いますか。好き
な人の事だとかって思い
ましたか。

  　今回私はＬＧＢＴの人達
についてお話しします。
皆さん、ＬＧＢＴについて
聞いた事はありますか。
ＬＧＢＴとは、男性が男性
を好きになったり、女性

が女性を好きになったりします。男性も女性
もどちらも好きになり、体は男でも心は女性
の心を持ったりとさまざまな方々がいます。 
皆さんはそれを聞いて、変だなとか、病気だな
とか、いろんな事を考えて、認めないかもしれ
ません。ですからＬＧＢＴの人達の生活には選
択肢が２つあります。１つ目は、気持ちが苦し
いけど嘘をついて普通の生活をする人。２つ
目は、本当の事を話して生活する人。話せる人
は本当に強い人だと思います。皆さんはもし
自分がＬＧＢＴならほかの人に話せますか。
　私の男性の友人にＬＧＢＴの人がいます。普
段は普通の生活をし、誰にもバレないように
自分の気持ちを殺し、周りの人に疎まれたく
ないので黙って嘘をついていました。嘘をつ
いて普通の生活をするけど気持ちは苦しいで
す。皆さんがもし私の友達のようだったら
“Ｉ　ＡＭ　ＧＡＹ”と言えますか。誰でも家族が
一番大切だと思います。「私はＬＧＢＴです」と
言えたとしても家族が理解するかどうか分か
りません。分かって貰えない時、辛い事が多く
自殺を考えたり、変な事を考えたりする人達
もいます。家族に理解してもらうために堂々
と本当の事を言えるようになりたいのです。
それも考えていると思います。だから、もし
皆さんの近くにＬＧＢＴの人がいたら理解して
あげて欲しいです。皆さんが生まれて来たの
は自分の好きな事するためですよね。ＬＧＢＴ
の人も皆さんと同じで自分の好きな事をやり
たいのです。なので、ＬＧＢＴのこと少しでも
理解して欲しいです。皆さんの近くで「私は
ＬＧＢＴです」と聞いたら驚かないで、普通に

「そうなんだ」と答えてみて下さい。そうす
れば少しずつみんなの理解が広がっていくと
思います。
　ご清聴有難うございます。

◎グエン ティ クエ ヴィエンさんもベトナ
ム出身で経済経営学部２年生。本学で留学生
が最も多く在籍するのは経済経営学部で、約
半数が留学生です。将来の夢を尋ねたところ
ベトナムでは能力もありやる気のある子ども
達が経済的な理由で教育を受けられない現状
があり、そのような子ども達への教育支援や
貧しい農家の経済状況の改善に貢献したいと
答えてくれました。テーマは「“一期一会”
日本と出会って」です。

ヴィエンさん：日本に留学してから４年近く
経ちました。日本と経済や文化が全然違うベ
トナムから来た私にとって、落ち着く事は難
しかったです。孤独で憂鬱な時、帰国したいと
思った事が何回もありました。しかしその時、
日本に留学するきっかけをもう一回思い出し



て、また頑張りました。
日本のことわざに「一期
一会」がありますが、私
の大好きな言葉です。

「一期一会」は「一生にた
だ一度の貴重な出会いで
あること」という意味です。
日本に留学する事は私の
人生の中で大切なチャン
スだと思います。 

 　日本に到着した時、私
はわずか２０歳で、それまで両親から離れて住
んだ事はありませんでした。また、自分でお金
を稼いだ事もなく、お金の価値をほとんど理
解していませんでした。ベトナムで私の生活
は経済的に豊かではありませんが、友人や家
族といつも一緒で、幸せで、いつも保護されて
いると感じていました。
  日本に来て私は初めて知らない人と暮らし
ました。人生では対立や意見の違いは避けら
れません。その時、私はそれをどうしたらいい
か分からず、いつも「家」で孤独を感じていま
した。しかし、初めてアルバイトを始めて他人
の言葉に対して自分の感情をコントロールす
る方法を学びました。どれだけ抗議したくても
倒れたら誰も私を守ってくれないからです。
日本での最初の給料はほんのわずかでしたが
両親が今まで私を成長させるのにどんなに苦
労したかを理解出来ました。日本で私の周り
の皆はとても忙しく、お互いを共有して助け
合う事は難しいです。留学生達の世界は大人
と子どもが混在しています。時々私は非常に
疲れを感じています。しかし、いろいろなもの
が混在する世界はこれから私が生きていく現
実の世界です。私は、先にこの世界を知って、
勇気をもって生きていこうと思います。日本
は私を孤独にしていますが、何よりも多くの
有用な教訓を教えてくれています。日本は文
明と進歩、環境保護と時間の順守について教
えてくれました。私は自分でそれを実際に経
験して、そこから有益な事を学んで、将来的に
日本と自分の国を助ける力としたいです。
  日本に留学している事は将来どのようにプ
ラスになるか分かりませんが、今は一生懸命
頑張ってチャレンジしたいと思います。
　以上です。皆さん有難うございました。

◎最後はヴ ティ フォンさん、ベトナム出身の
経済経営学部２年生です。趣味はたくさんの
人々と交流する事。本学の課外活動団体であ
る「留学生会」の新年度副会長の一人として活動
してくれる事になっています。将来は日本語の
先生になって、自分が体験した日本での生活
のいい事や辛い事、勉強した事、全てを、日本に
留学したいベトナム人に教えていきたいそう
です。テーマは「日本での生活」です。

フォンさん：日本に来てもうすぐ４
年になります。日本で経験した事に
ついて皆さんに紹介したいと思いま
す。私が日本に来たきっかけは素晴
らしい理由ではありませんでした。
ベトナムでの大学受験に失敗したから
です。小さい頃から１８才まで、いつ
も家族の皆に勉強頑張ればいいって
言われました。親の期待に応えるた
め毎年いい成績をもらいましたが、
大学受験、人生の大きな分岐に失敗
してしまいました。受験の結果が出

た日からは誰にも会わず
どこも行かず、どこかに
逃げたかったです。その
後、日本に留学する事を
決心しました。
　２０１６年４月に日本に
来ました。日本に着いた
最初の日、ちょうど桜が
満開に咲いてるのを見て
日本が最高、日本に来て
間違いなかったと思いま

した。しかし、すぐ次の日、辛い生活が始まり
ました。昼間、学校に行って先生の言ってい
る事が全然聞き取れませんでした。夜になる
と部屋の中に私と壁だけで、寂しくて家族の
事を思い出ました。親に連絡して話そうとし
たら電話に出てくれませんでした。その時、
私は泣く事しか出来ませんでした。
　そのような状態で１か月位経って、そのま
まではいけないと思い、先生に相談しまし
た。「アルバイトをしてみたら」とアドバイス
され、惣菜工場に紹介してもらいましたが、
工場内の温度が非常に低くて、寒いのが苦手
な私は耐えられなかったので、辞めてしまい
ました。何か月後かに、また、居酒屋のアルバ
イトを紹介してもらいました。今度こそ何と
か頑張れると思いましたが、居酒屋の仕事は
意外にも辛かったです。年末なので、来るお
客さんが多くて、日本語が下手な私は何回も
何回も注文ミスをしたり、同僚に言われた事
を逆にしたりして、店長にコップを投げつけ
られるぐらい怒られました。
　日本に来ていろんな辛い事があって、何度
も泣いてしまいました。でも、そういう事が
あったからこそ私のモチベーションになり、
勉強や生活などを頑張って、４年前より全然
成長する事が出来ました。昔の失敗が今はと
ても有難くて、これからもたくさん新しい事
に挑戦したいと思います。
　私の発表を終わる前に皆さんに紹介したい
事があります。最近知った、西野さんという
絵本作家の言葉です。時計には長針と短針が
あって、それらは１時間に１回重なります。
１時５分、２時１０分位で重なって、また３
時１５分位でも重なります。１時間に１回は
重なりますが１１時台だけは重ならないので
す。次に重なるのは１２時、鐘が鳴る時です。
この物語から何が言いたいかと言うと「鐘が
鳴る前は報われない時間があります」「人生に
も失敗なんて１１時台のように必ずあります」
でも大丈夫、失敗はその瞬間だけに止まって
しまいますから。逃げないで直接その失敗を
受け入れて試行錯誤すれば、いつかいい結果
になるはずだという事です。
　ご清聴有難うございました。




