
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ゲスト：国立広島商船高等専門学校

国際交流室長 雷 康斌 様

留学生 電子制御工学科５年

ナンダ アウリア ラーマ 様

□会員数：３０名（免除者：４名）

□出席者：２０名 □欠席者： ７名

□メイク： ３名 □出席率：７９．３１％

□配偶者誕生日…荒谷

□結婚記念日 …鴨宮

□事業所創立 …荒谷

幹事 尾野 剛章

・竹原ロードレース大会御礼

・第１９回賀茂川の清掃について

日時 平成３１年４月２１日(日)

会長 板場 英行

過日１９日は二十四節気のひと

つ「雨水」でした。立春から１

５日、空から降るものが雪から

雨に変わり氷が溶けて水になる

という意味で、草木が芽吹き始

める頃とされています。まさに

一昨日は久しぶりの降雨で「雨

水」を実感しました。会員の皆

様にはご清祥のことと思います。先週は、私事にて

例会欠席で失礼しました。

本日は国際奉仕委員会の担当例会です。広島商船高

等専門学校国際交流室長 雷 康斌様、留学生 ナ

ンダ アウリア ラーマ様の御来訪を歓迎いたしま

す。後ほど、卓話をお願いします。

今週も種々の社会の動きに関する報道が目白押しで

した。その中で、脊髄損傷に対する脊髄再生医療の

臨床治療開始のニュースは該当障害を持たれる個人、

家族、親友にとって朗報です。スポーツや交通事故

で脊髄が傷つくと、背骨の中を通る神経が働かなく

なり、体が動かなくなってしまう脊髄損傷。対象者

は国内に１０万人以上。完全損傷型の場合は、自立

での日常生活が困難となり車いす生活が余儀なくさ

れる。２月２１日、慶応大学医学部が人工多能性幹

細胞（iPS細胞）を使って治療する世界初の臨床研

究計画を立て、厚生労働省の専門部会に了承された

ニュースが報道されました。今年の秋から治療を希

望する対象者を募り実施する方針。対象者、関係者

にとって、朗報となる成果を期待したい。

４クラブ合同例会も無事終了し休心です。RLI、PET

Sなど次年度のロータリー活動に向けた動きが活発

化しています。「ロータリーの友２月号」「ガバナー

月信」に情報が提示されています。ご一読ください。

本クラブにおいても、宮本会長年度の組織構成と活

動の具体的検討が進んでいます。会員各位の更なる

ご理解、ご協力をお願いします。

□次年度会長 宮本 和彦

例会終了後次年度理事役員会を開催します。

がん予防啓発推進委員会よりお願いです。先日来よ

りがん予防についてのアンケートを配布しておりま

す。ご記入の上ご提出下さいますよう宜しくお願い

致します。

□ＳＡＡ 三好 静子

１月１０日(木)大広苑にて開催した新年互礼会の決

算報告を致します。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ２月２８日 次週のプログラム ３月７日

卓話 広島県竹原警察署長
広島県警視 井上裕基様

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１９年 ２月２１日 第２６４６回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

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

副 Ｓ Ａ Ａ 板本 司
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
Ｒ財団米山 小坂 啓子
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広島商船高等専門学校

国際交流室長 雷 康斌 様

皆様こんにちは。本日は貴重なチャ

ンスを与えて頂き有難うございま

す。私は中国の出身で２５年前に

日本へ来ました。ずっと東京で勉

強して仕事しておりましたが、５

年前広島商船へ来ました。アウリアさんはインドネ

シアの出身で、日本の国費をもらって本校に来られ、

この春に卒業されて豊橋技術科学大学へ進学されま

す。

「インドネシアと私」

電子制御工学科５年

ナンダ アウリア ラーマ 様

皆様こんにちは。本日はインド

ネシアと私について少しお話し

したいと思います。私は広島商

船高等専門学校電子制御工学科

５年生です。来月卒業します。

先ずは自己紹介から始めます。私の名前はナンダ

アウリア ラーマと申します。インドネシアの友達

にはナンダと呼ばれていますが、日本語ではちょっ

と面白い意味になりますので、アウリアと呼んでく

ださい。

日本語に慣れていない時の話しですが、飛行機でイ

ンドネシアから日本へ戻る時に、隣の席の方が２０

年間インドネシアで仕事をしていた日本人でした。

“名前は何だ？”“私はナンダです”“何だ？”

“あっ アウリアです”。

平成８年７月２０日生まれの２２才です。初めて来

日したのは2015年で、東京日本語教育センターで一

年間日本語を勉強しました。2016年に広島商船高等

専門学校電子制御工学科３年生として編入しました。

来年度から豊橋技術科学大学に進学します。このた

びロータリー米山奨学金に合格しました。

私はインドネシア語を母語として、ジャワ語、英語、

日本語が少し話せます。民族はジャワ系です。出身

はインドネシアの西ジャワです。趣味は読書とお喋

りですので、道で会ったら声を掛けてくれると嬉し

いです。インドネシアは共和国です。東南アジアに

位置しています。

インドネシアは島国で、５つの大きな島があります。

スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島、スラウェ

シ島、イリアンジャヤ島です。首都のジャカルタは

ジャワ島にあります。国旗はBendera Merah Putih

(赤と白の旗)赤は勇気をもつ、白は純粋で、自分の

意見は正しいから意見をちゃんと出しますという意

味です。人口は２.７億人（世界第４位）。平均年

齢は２８歳です。首都はジャカルタ（３６県の中）、

通貨はRupiah (ルピア)。宗教はイスラム、プロテ

スタン、カトリック、ヒンズー、仏教です。世界で

島が一番多い国になります。およそ１万３千ありま

す。2018年に日本国交樹立６０周年になり

ました。

インドネシアの「国是」は、「多様性の中

の統一 Bhinneka Tunggal Ika」

「建国の５原則」（パンチャシラ）

・唯一神への信仰（イスラム以外でもよい

が無宗教は認容されない）

・公正で文化的な人道主義

・インドネシアの統一

・合議制と代議制における英知に導かれた

・全インドネシア国民に対する社会的公正

これは小学生から習い覚えて、様々な民族、様々な

宗教ですが、争いのないように守っています。

インドネシアは熱帯地方の国ですのでトロピカルな

果物があります。

インドネシアは様々な民族と様々な宗教の中で皆が

争いのないように頑張っています。各宗教の日があ

りますが、その日は休日になりますので、インドネ

シアでは休日が多いです。どの宗教の教えでも同じ

だと思いますが、人間と人間の関係を大切にしない

といけません。イスラムでは人間と人間だけでなく

て、人間と神様の関係も大切にしないといけません。

つまりバランスをとらないといけないんです。例え

ば女子は、ヒジャブを被らないといけません。イン

ドネシアの文化に合わせて、花柄が好きならば花柄

を被ってもいいですし、その国の文化です。日本で

はイスラム文化と言われますが、私イスラム教徒か

らみると、合っていません。イスラムは文化ではあ

りません。

イスラムの教えで神様が「許されてい

る」という意味のアラビア語がハラー

ル（ハラル）【アラビア語: لالح Halāl

】です。反対に「禁じられている」と

言う意味の言葉が「ハラーム（ハラム）」です。神

様が許されないものは、基本的には三つあります。

お酒、豚肉、ハラル証明がない肉はダメです。

ハラル証明はイスラムの方法で処理したものです。

イスラム教徒は一日５回お祈りします。一回に１０

～１５分かかります。いろんな場所がありますが、

場所よりも向きと時間が大事です。向きはサウジア

ラビアのMacca (マッカ）です。毎年特別な日に出

来る人はそこまで行きます。向きと時間を教えてく

れる携帯のアプリがあるんですけれども、時間が日

によって違います。例えば冬は昼のお祈りの時間の

範囲が短くなったり、夏は長くなったりします。ど

んな用事があってもお祈りします。理解してもらえ

れば私は嬉しく思います。

ご質問がありましたらお聞かせください。ご清聴あ

りがとうございました。

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

『インドネシア 文化も国も 知らぬ春』

『町並みは 赤絨緞の 雛めぐり』

『独り身に 笑顔をさそう 春の風』 金澤 節生

国章


