
２月１５日第２６０１回
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ゲスト：広島商船高等専門学校

留学生 電子制御工学科３年 タン チュン ヤン様

(TAN CHUN YANG)

広島商船高等専門学校学生課課長補佐 三木 圭介様

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２８名 □欠席者： ３名

□メイク： ２名 □出席率：９３．７５％

□会員誕生日 大成 義彦

□結婚記念日 荒谷 隆文 板場 英行

山根 積

□配偶者誕生日 吉岡 一眞 吉本きよ子

川崎 俊和 尾野 剛章

吉岡 亨

□事業所創立 佐渡 文武 吉岡 亨

副幹事 木村 安伸

・ＲＩ第3690地区(韓国)地区大会

日時 ４月20日(金),21日(土)

・ＰＥＴＳ＆地区研修セミナー開催 のご案内

日 時 ３月１８日(日)

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 １０，０００円

・2020－2021年度ガバナー予定者決定

防府ＲＣ 脇 正典 氏

・４クラブ合同例会御礼 広島空港ＲＣ

・第40回竹原ロードレース大会御協力御礼

・クマヒラ様より抜粋のつづり７７

・４クラブ合同親睦ゴルフコンペ

三原ＲＣ主催 開催日 ５月２０日(日）三原ＣＣ

会長 鴨宮 弘宜

先週の広島空港ロータリークラブ

主催の四クラブ合同例会、ご苦労

様でした。多くの会員に参加して

頂き感謝申し上げます。次年度は

竹原ロータリークラブが主催とな

るようです。楽しい合同例会にで

きればと願っております。次年度

板場会長、及び執行部を中心に会

員皆様のご協力宜しくお願い致します。

さて本日は、国際奉仕委員会担当の例会となっており

ます。夜船委員長はじめ委員の皆様有難うございます。

本日のゲストを改めましてご紹介いたします。

広島商船高等専門学校留学生 タン チュン ヤン様、

広島商船高等専門学校学生課課長補佐 三木 圭介様で

す。ようこそおいで頂きました、会員を代表して心よ

り歓迎申し上げます。後ほど、タン チュン ヤン様

には卓話をお願いしております。宜しくお願い致しま

す。

今月は、平和と紛争予防、紛争解決月間となっており

ます。現在、韓国で平和の祭典と言われるオリンピッ

ク、パラリンピックが平昌で開催されています。日本

選手の健闘に胸を熱くする毎日です。

アスリートは、国籍、人種、民族、歴史、宗教等の違

いは関係なく、アスリートは、同じルールのもとで精

一杯の力を出し切り、私たちに感動や挑戦し続けるこ

との大切さ、平和の尊さなど教えて頂いています。そ

の懸命な姿や、目標に向かって切磋琢磨するアスリー

ト姿を拝見するとき、いつかは多くの違いを乗り越え

て、世界が平和になってくれるのではないかと希望を

抱くことができます。本日、私たちはマレーシアから

この日本に留学されている、一人の青年をお迎えし交
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会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積
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流を図ることができました。地道ではありますが、

こうした国際交流がいつかは世界の平和の礎になっ

ていくことを切望してやみません。本日の事業が

少しでも、平和について考える機会になることを

願っています。

□奉仕プロジェクト委員会 委員長 宮本 和彦

２月４日(日）第４０回竹原ロードレース大会ぜん

ざい・きな粉餅サービスには、寒い中早朝より沢

山の方に御協力いただきまして無事に終了するこ

とが出来ました。有難うございました。御礼申し

上げます。

□親睦活動委員会 委員長 尾野 剛章

２月１７日(土),１８日(日）に行う親睦旅行例会

の打合せをしますので参加される方は例会終了後

この場に御残り下さい。宜しくお願い致します。

『多民族国家マレーシア』

広島商船高等専門学校留学生

電子制御工学科３年 タン チュン ヤン様

(TAN CHUN YANG)

（マレーシア政府派遣）

皆様こんにちは。今日この機会を頂きまして有難

うございます。本日は多

民族国家としてのマレー

シアを紹介します。皆様

この画面を見ながら気軽

にお聞きください。

最初に自己紹介をさせて

頂きます。自分の名前は

タン チュンヤンです。

正式名はローマ字でTan C

hun Yang、漢字では陳俊揚です。自分はマレーシ

アの中華系なので元々の名前は漢字からできてい

ます。マレーシアにいますので正式な名前はロー

マ字で書きます。

広島商船高等専門学校の三年生で、出身はマレー

シア、民族は中華系です。今使っている言語は中

国語、英語、マレー語、日本語です。中国語が自

分の母語となっています。

マレーシアを漢字で書くと「馬来西亜」です。日

本は他の国と陸が繋がっていないですが、マレー

シアはタイと、インドネシアと繋がっています。

マレーシアの特徴は多民族です。みなさん想像が

つかないと思いますけど、マレー系６５％、中華

系２４％、インド系８％、その他の民族からでき

ています。街を歩いていても違う言語を使う人々

に会います。文化、言語、宗教、祝日は民族ごと

に違ったりします。教育は小学校からマレー語、

英語が必修科目です。小学校では学校によって、

ほかの言語も授業言語として扱います。自分の通っ

ていた小学校では化学や理科は中国語で勉強して

いました。

マレーシアの国旗は１４のストライプがあります。

それはマレーシアの１４州を表しています。

月は国家宗教のイスラム教を表しています。星は

フェデラルスターと呼ばれていますが、団結の象

徴です。国旗は４色でできています。赤色は勇気、

白色は純潔、黄色はロイヤル（王室の象徴）、青

色は団結です。この四つの要素がマレーシアの一

番大事な象徴です。

伝統工芸にはバティック（batik）【ろうけつ染め

布】があります。まず、布に模様を描き、色をつ

けたくない場所に蝋を塗ります。そして、蝋で防

染された布を布ごと染料に浸して染色します。

染色が終わったら、布を湯で煮て蝋を落とします。

多色染めのものは、この工程を数回繰り返す複雑

なものとなるそうです。

マレーシアのイメージはつきましたか。今回マレー

シアについての勉強する機会を与えられて嬉しい

です。マレーシアの街を歩いていて日本の会社の

寮がありますので日本のイメージは小さい時から

あります。勉強する機会が与えられて日本を選び

ました。日本の技術は外国で評価されています。

ここで技術を学ぼうと思って日本に来ました。日

本にきてイベントに参加したり交流しています。

これから４年間日本にいる予定なので、これから

も日本で良い思い出を作りたいと思っています。

有難うございました。

広島商船高等専門学校

学生課課長補佐 三木 圭介様

広島商船高専の三木でござい

ます。チュンヤンは一年前に

マレーシア政府派遣というこ

とで、文部科学省が出す国費

留学ではなくて、マレーシア

政府が全額学費を出すという大変優秀な学生でご

ざいます。この度、日本語検定一級を合格しまし

た。ですので日常の意思疎通も日本語で大丈夫で

ございますし、就職をしても日本で十分やってい

けるのではと感じております。学校の勉学に関し

ましても、先日、到達度評価のテストをしました

ら、日本人学生を抑えまして、チュンヤンが物理

も英語も数学も一番でございました。

本校は毎年国費留学生か、マレーシア政府派遣の

留学生を受け入れる体制でやっていますが、残念

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



なことに来年度は新規の留学生はゼロということで、

留学生で今在籍しているのはチュンヤンとインドネ

シアの女子学生のアウリアの二名です。

このような国際交流地域交流の場にお招きして頂き

感謝しております。本日は有難うございました。

２月１７・１８日第２６０２回
親睦旅行例会

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：１２名 □欠席者： ７名

□メイク：１４名 □出席率：８１．２５％

□出席者：菅会員、佐渡会員、中川会員、荒谷会員、

久藤会員、吉本会員、木村会員ご夫妻、

夜船会員、鴨宮会員ご夫妻、三好会員、

宮本会員、尾野会員ご夫妻 計１５名

□ルート：（山陽観光）

2 /17(土)大広苑12：00出発→道の駅…→本郷ＩＣ→

三次東ＩＣ→宍道ＪＣＴ→皆生温泉15：45

＜宿泊 皆生菊乃家（0859-22-6560)＞

2/18(日)皆生温泉9：30→境港水産物直売センター→

大根島由志園(昼食)→松江城→宍道ＪＣＴ→三次東

ＩＣ→本郷ＩＣ→大広苑17：40着

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


