
□ソング：我等の生業

□ゲスト：

広島商船高等専門学校 国際交流室長 桑田 明広様

留学生：ダバザンブー ガンウール様

フィルダウズ ラーマン ビン モハメド アンサリ様

ライラ参加者 アヲハタ（株）髙井 洋平様

□会員誕生日 佐々木秀明 朝比奈勝也

大成 義彦

□結婚記念日 金澤 節生 荒谷 隆文

小坂 啓子 板場 英行

□配偶者誕生日 佐々木秀明 吉岡 一眞

吉本きよ子 川崎 俊和

尾野 剛章

□事業所創立 佐渡 文武 坂田 武文

新宅 透典

□配偶者誕生日…大田

□事業所創立 …川崎

□年賀状 …川崎

□特別スマイル

・4クラブ合同例会には皆様のご協力有難うござい

ました。 （夜船正昭）

・父を無事見送ることが出来ました。お忙しい中

御参列頂き有難うございました。 （井上盛文）

アヲハタ株式会社

髙井 洋平様

3月7日(土),8日(日)ライラへ

参加して参ります。アヲハタ

で経理を担当しております髙

井でございます。

私の自己紹介をさせて頂きま

す。私は広島カープが好きで、

大学時代には4年間で120試合ほど球場に足を運ん

で熱狂的に応援しました。今年も25試合のチケッ

トを入手しまして、社会人なのに野球の方に熱が

入っている状態です。スポーツバカな面もあるの

ですがどうぞよろしくお願い致します。

幹事 佐々木 秀明

・第37回竹原ロードレース大会御礼 竹原市

・賀茂川を美しくする実行委員会案内

竹原市観光協会

・第7期RLI-2710分科会パートⅡ案内

・第16回4クラブ合同親睦ゴルフコンペ案内

三原RC

・市民公開講座開催の後援名義使用依頼

広島ホスピスをすすめる会竹原支部

会長 夜船 正昭

去る、2月19日(木)グリーンスカイホテル竹原で開

催された当クラブ主催の4クラブ合同例会は無事に

終えることが出来ました。皆様のご協力に感謝致

します。地区内ロータリアンが親しく集いコミュ

ニケーションを深めることが出来たと思います。

2月23日に平成26年度第2回竹原市共同募金委員会

が、竹原市ふくしの駅で開催され出席して参りま
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した。

さて、本日は国際奉仕委員会の担当例会です。荒

谷委員長よろしくお願い致します。

今年も広島商船高等専門学校の留学生お二人をお

招きしております。モンゴル出身のガンウール君、

マレーシア出身のフィルダウズ君、ようこそ竹原

ロータリークラブへお越し下さいました。そして

ご同行頂きました国際交流室長桑田様には公私共

大変お忙しい中有難うございます。会員一同歓迎

を致します。後程留学生お二人にはそれぞれのお

国をご紹介して頂きますのでお願い致します。

□次年度会長 久藤 孝仁

例会終了後、次年度理事役員会を開催します。

広島商船高等専門学校

留学生 ダバザンブー ガンウール様

『モンゴルの紹介』

これからモンゴルについて発表

します。広島商船高等専門学校

電子制御工学科５年オールと申

します。よろしくお願いします。

モンゴルの国旗です。青いは空

を、赤は豊かになモンゴルはユー

ロアジアの大陸に存在します。

海はなく、内陸の国です。隣国

は中国、ロシアです。

モンゴルの人口は2015年をあけて300万人になりま

した。日本の人口に比べると40分の１です。面積

は156万平方㎞あり、日本の面積の４倍ぐらいです。

公用語はモンゴル語です。ブォ、仏教、キリスト

教などの宗教があります。ブォはシャーマンであ

ります。首都はウランバトルで人口のおよそ3分の

1が暮らしています。通貨はトゥゲルグです。1円

はおよそ16.5トゥゲルグです。家畜の馬、牛、ラ

クダ、ヤギ、羊の数は5000万頭です。全人口にお

ける25歳未満の若者が人口の半分をしめします。

牧草地の広さは国士の約80%です。主な輸出物は石

炭、銅、鉄鉱、金、原油、カシミアです。自動車

が多くなり、渋滞が多くなりました。人口の95％

がモンゴル語で話します。公文書はモンゴル語で、

キリル文字で作成される。日本語と文法がほとん

ど似ています。

遊牧民族の最初の帝国はフンヌです。西暦前209年

から西暦93年まで存在しました。一番強い時代の

王はモデォンシャニュです。彼は王子だったが父

親を殺して王様になった。父親が国のこと考えず、

楽しんでばっかりと思い、自分が早く王になろう

と考えたそうです。軍隊を集めて自分の愛馬に矢

を打てと命令し、打たずに迷った人を殺しました。

その次自分の奥さんにさし、同じ命令をした。打

たずに迷った人を殺しました。その後自分の父親

に指して、同じ命令を軍隊全員が矢を打ち、モデォ

ンシャニュこうやって王様になりました。命令に

対する厳しさ、軍隊のルールが軍隊の強さにつな

がったのでしょか。皆さんご存知の万里の長城は

遊牧民族と中国の境であり、遊牧民族から自分た

ちを守るために立てたものです。

フンヌの次はシャンビ帝国、ニルン帝国、テゥレ

グ、ウイガル、キダンとなりその後チンギスハガ

ンが広げたイフモンゴルです。全人口は１億人、

そのうちモンゴル人が250万にいました。イフザサ

グ法律がとても厳しかったため、とても安全でし

た。ユーロッパ、アジアの間に文化の交流、商売

が始まった。その道をシルクロードといいます。

チンギスハガンはその軍隊、その力を受け継いだ

わけではありません。父親は民族の王だったが、

父親が殺された後、子供のごろ貧乏の生活を送り、

苦労していましたが、世界で一番大きな国のもの

すごい力を持っている王様になりました。

チンギスハガンには４人の息子がいました。チン

ギスハガンが死んだ後、それぞれがこの地域の王

様になりました。チンギスハガンの孫、クビライ

は Yuan国の王様でした。Yuan国での郵便システム

は現在でも使われています。Yuanで初めてお金を

使ったそうです。クビライは1268年に複数の使節

団を日本に送り込み、日本の「王」に対してモン

ゴル帝国に臣従することを求めた。それで日本が

否定、無視し、戦争が始まった。日本へ送った船

団は世界の歴史で一番大きかったそうです。

その次は1368年ー1691年のモンゴルです。1691-19

11までマンジ国に支配されていましたが、モンゴ

ル人はモンゴル人と結婚し、モンゴル人が生まれ

ていました。1911-1919年の間、仏教の影響は強かっ

た。そして1921年から現在のモンゴルを示します。

遊牧民族は馬、牛、羊、ヤギ、ラクダを飼って生

活します。モンゴルは四節の国です。

モンゴルゲルは季節ごとに移動するため、たたむ、

立てるのに適しています。移動している人々を見

たらお茶、食べ物を持って行くのが常識で、おも

てなしです。昔はモンゴルの家には鍵がついてな

かったです。旅人がどこかの家、入って人が居な

くても、食べて、休んで、お礼をした気持ちで旅

を続けます。家の人は家に帰った後、旅人が来た

のですねと喜びます。

モンゴルの食べ物は主に牛乳製品と肉です。モン

ゴルの衣装は民族によって多少変わります。モン

ゴルのお正月は親戚が集まり、お互いを訪ねます。

ナーダムは、モンゴルの一番大きな祭りです。アー

チェリー、モンゴル相撲、競馬で競います。ナー

ダムはモンゴルの大きな文化祭でもあります。

馬頭琴はモンゴルの伝統的な楽器です。

日本からウランバトルまで飛行機でおよそ5時間で

す。日本とモンゴルは1972年に交流を結びました。

貴方はどこの国の人を一番親しく思いますか？と

いう調査を行った結果、1位ロシア人、2位は日本

人でした。モンゴルの人は、日本人を真面目、心

の温かい人とイメージしています。

日本へ石炭や蛍石などの鉱物資源、繊維製品を輸

出しています。日本からは自動車、建設・鉱山用

機械を輸入しています。日本はモンゴルにとって

主要輸入相手国の一つです。ご清聴ありがとうご

ざいました。



広島商船高等専門学校

留学生 フィルダウズ ラーマン様

『マレーシアの紹介』

皆様こんにちは私は広島商船

3年生のフィルダウズと申し

ます。私はマレーシアから来

ました。

１．マレーシアの位置

マレーシアは東南アジアに位

置する１つの国です。マレー

シア半島はシンガポールとタ

イランドに挟んでおり、マレーシアのサラワクと

サバはボルネオ島にあります。マレーシアは13州

に分けられて、その州がそれぞれの特徴をもって

います。

２．国旗

マレーシアの国旗はJALUR GEMILANGと言って、そ

れぞれの色や形には意味があります。例えば、赤

は勇気、白は純粋さ、青は団結さ、そして黄色は

王族を表します。

３．民族

マレーシアは多民族国家としてとても有名な国で

す。なぜなら10を超える民族が一緒に争いなく平

和に住んでいるからです。それに、その民族のそ

れぞれの特徴も国全体に渡って、広がっているか

ら色んな宗教や習慣がマレーシアに見られます。

この中で、三大民族と言われているのは、マレー

系、中国系、そしてインド系です。

４．トラディショナル ダンス

マレーシアは多民族国家、即ち、伝統的なものも

多いと言うことです。それゆえ、マレーシアに存

在する全部のトラディショナル ダンスをあげるの

はとても難しいので、三大民族のそれぞれの１つ

をあげます。

“TARIAN ZAPIN”はマレー系の伝統的な踊りの一

つです。この踊りは、普通男女ペアで行われます

けど、女性だけでもあるいは男性だけも行われる

こともあります。“TARIAN SINGA”は中国系が主

に旧正月に行う伝統的な踊りです。“TARIAN BHAR

ATANATYAM”はインド系の伝統的な踊りです。これ

も男女ペアで行われますけど、女性だけでもある

いは男性だけも行われることがあります。

５．有名な観光地

マレーシアには色々なユニークな所があります。

それは未だに人間によって侵されていない大自然

から、最新技術によって作られた高層ビルまで、

全てがこのマレーシアという国で見られます。だ

からこそ、マレーシアは観光地としてとても有名

だと思います。
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