
□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：

広島商船高等専門学校

学生課課長補佐 村岡 昌良様

ジャラガルサイハン エンヘー様

ハディナタ イグナティウス スティーブン様

□会員誕生日･･･三好

□結婚記念日･･･松浦

□年賀状 ･･･松浦

幹事 久藤 孝仁

・2013－14年度地区協議会開催の御案内

日 時 平成25年3月20日(水)

場 所 会議：広島国際会議場

懇親会：ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円(一人)

・2月17日(日)因島に於いてG9IMが開催されます

ので参加者の皆様は宜しくお願い致します。

会長 荒谷 隆文

皆さん今日は。今日はバレンタインデーというこ

とで女性会員の皆様からチョコレートを頂きまし

た。有難うございました。会員の皆様を代表して

お礼申し上げます。

既に皆さんご存知のように、今月は世界理解月間

です。全世界のロータリークラブに於いて国際理

解を深めるために、平和と友情のプログラムが実

施されております。当クラブに於きましても、本

日は、国際親善を深めるために広島商船高等専門

学校より留学生の皆様に例会出席をお願い致しま

した。引率をして頂きました学生課課長補佐村岡

様には大変お世話になります。留学生のエンヘー

さん、イグナさん、今日はようこそ竹原ロータリー

クラブへ来訪頂きました。皆様を大いに歓迎致し

ます。今日はゆっくり例会を楽しんで頂きたいと

思います。後ほどDVD使っての紹介を頂きますが

大変楽しみにしております。どうぞ宜しくお願い

致します。

この企画は国際奉仕委員会です。大森国際奉仕委

員長宜しくお願い致します。
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I M 報 告 4クラブ合同例会

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



□家庭集会3班 リーダー 土居 敏昭

3班家庭集会を2月16日に計画しておりましたが、

都合により延期致します。日時等決まりましたら

改めてご連絡申し上げます。

□家庭集会2班 リーダー 本庄 純夫

2班家庭集会を本日18時より大広苑において開催

します。宜しくお願い致します。

□ロータリー情報委員会 委員長 吉岡 一眞

2月21日(木)14時～16時大広苑に於いて新入会員

研修会を行います。参加される方は、活動計画書・

手続要覧をご持参下さい。

□次年度幹事 堀越 賢二

例会終了後、次年度理事会を開催致します。

広島商船高等専門学校

学生課課長補佐 村岡 昌良様

本日は竹原ロータリークラ

ブさんの例会へ留学生二名

お招きいただきまして厚く

御礼を申し上げます。昨年

末に川本さんとお話しする

機会がありまして、今回こ

のようなことが実現できま

したこと感謝申し上げます。

本校は学生数が約660名おります。学科が商船学

科、電子制御工学科、流通情報工学科の三学科あ

ります。一学年は定員120名です。学生数660名と

申しましたが留学生はその内4名おります。現在

は、モンゴル、インドネシア、ベトナムの三ヶ国

から来ております。今年の4月にはラオスから1名

入学の予定です。本日来ている留学生は、モンゴ

ルからの留学生で、流通情報工学科5年生のエン

ヘーさん。そして、流通情報工学科のインドネシ

アからの留学生イグナさんです。本日は二人から

本国の紹介や将来の夢などを講演させていただこ

うと思っております。国際親善の一助となればと

思っておりますので宜しくお願い致します。

ジャラガルサイハン エンヘー様

（モンゴル出身）

皆さん今日は。モンゴルに

ついて紹介をします。どう

ぞ宜しくお願いします。

私の名前は、ジャラガルサ

イハン エンヘーです。

モンゴルから来ました。ウ

ランバートル首都の出身で、

父と母と妹の4人家族です。

何故日本に留学することになったかと言いますと、

独立して立派な大人になりたかったからです。日

本に来ることで、いろんな視線が増えて世界を見

る視線も増えると思い、留学を決めました。

二つ目の理由は、私がモンゴルで卒業した高校は

日本式の高校でした。だから日本に留学する先輩

達も沢山いて、その先輩達から話を聞いて日本に

留学したい気持ちになりました。そして日本につ

いていろんな情報を知っていましたので凄く興味

がありました。

モンゴルは、中国の北とロシアの南に位置します。

面 積 1,564,115k㎡

人 口 2,736,800人

公用語 モンゴル語

独立記念日 1911年11月29日

通 貨 トゥグレグ

民 族 モンゴル族 カザフ族

モンゴルの国旗の黄色い部分はモンゴルの昔の文

字の「あ」という文字です。これは深い意味があ

るのですが時間が無いので…。モンゴルは、日本

の県にあたるaimagというものが21個あります。

平均気温は冬は－26℃、夏は＋20℃くらいです。

凄く気温の差が激しいところです。一番暑い気温

は＋40℃、寒い時は－52℃になったこともありま

す。

モンゴルは1941年以前はモンゴル文字を使ってい

ましたが、その後はロシア文字を使っています。

その時はロシアの影響が強かったのだと思います。

1990年になってからモンゴル文字を中学校で教え

始めました。

宗教は、仏教、キリスト教、イスラム教がありま

すが、70％くらいの人は仏教徒です。皆さん馬頭

琴についてご存知ですがモンゴルの伝統的な楽器

で馬の尻尾で弦を作ります。

モンゴルの民族衣装をデールと言います。私が今

日着ているのがデールです。普通は祭りのときな



どに着ます。馬レース、モンゴル相撲、アーチェ

リーはモンゴルの伝統スポーツです。若者たちに

人気のスポーツはバスケットボールです。

モンゴルは遊牧生活、都会生活もある凄く特徴の

ある国です。遊牧している主な家畜は牛、馬、羊、

ヤギ、ラクダです。モンゴル人の主食の羊は全家

畜の頭数の58％を占めています。

モンゴルのウランバータル首都は人口約100万人、

夜景は都会です。ウランバータルの冬は少し大気

汚染が出ます。

これでモンゴルについての紹介を終ります。ご清

聴有難うございました。

ハディナタ イグナティウス スティーブン様

（インドネシア出身）

それではインドネシアにつ

いて紹介したいと思います。

私の名前はハディナタ イ

グナティウス スティーブ

ンです。イグナと呼んで下

さい。

広島商船高等専門学校流通

情報工学科に所属していま

す。いま日本の滞在は三年目です。こちらは私が

日本に来たばかりの写真です。明らかに違うとこ

ろがあります。日本に来てから、なんと20㎏も痩

せました。

皆さん、インドネシアは、どこにあるかご存知で

すか。インドネシアは島国です。

インドネシアの国旗は赤と白で構成されています。

赤色は勇敢を表して、白色は神聖な国を意味して

います。国土の面積は1,910,931k㎡で、日本の6

倍で、世界で15位です。人口は237,424,363人で、

日本の約2倍、世界の4位です。人口がとても多い

です。

平均気温は24℃～32℃、常夏です。季節は日本と

違い、乾季と雨季しかありません。乾季のときは

基本暑いです。毎日晴れています。雨季の時は殆

ど雨で、雨が降ると大変なことに洪水です。

インドネシアの言葉について紹介します。インド

ネシアはBahasa Indonesia語を使っています。文

字は全てアルファベットで英語と一緒です。少し

ご紹介します。

Selamat Pagi おはようございます

（セラマツ パギ）

Selamat siang こんにちは

（セラマツ シアン）

Nama Saya 〇〇 私の名前は 〇〇

（ナマ サヤ 〇〇）

Aku Cinta Kamu 愛してる

(アク チンタ カム）

Terima Kasih ありがとうございます

（テリマ カシ）

インドネシアの人気の観光スポットはバリ島です。

毎年沢山の観光客が訪れています。ジャカルタか

ら飛行機で一時間くらいです。

バリ島で人気のスポットタナロット寺院です。潮

が引いた時に陸続きになり、渡る事が出来ます。

そして、トバ湖、世界最大のカルデラ湖です。

ラフレシア：世界最大の花序です。花を咲かすの

に三年間かかり2日間で枯れます。

スマトラオオコンニャク：世界最大の花鳥です。

高さが3mあり、花が咲くまで７年間かかりますが

3日間で枯れます。とても臭いです。

インドネシアには様々な民族が暮らしており、そ

れぞれ違った歴史や文化を持っています。それに

様々な動物や植物が生きています。究極の多様性・

インドネシアは新しい発見がいっぱいなのでぜひ

遊びに来て下さい。

以上で紹介を終ります。ご清聴有難うございまし

た。 Terima Kasih

□日 時 平成25年2月14日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 10名

□議 題

①ロータリーテーマ幕購入の件 承認

②ロータリー手帳購入の件 40冊 承認

□報告事項

①次年度委員会構成の件

Selamat＝英語のGoodと同意

Pagi＝朝

siang＝昼

Aku＝I

Cinta＝LOVE

Kamu＝YOU

総員３４名 出席２５名 メーク ４名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.18％


