
 

 

 

 

 

 

 

第 2022 回例会 

2020 年 1 月 20 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

ゲスト卓話 米山記念奨学生 ハリス 君 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．ゲスト紹介   米山記念奨学生 ハリス 君 

４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 26 名 

出席率 63.41 ％ 前回修正出席率 87.80 ％ 

 

５．会長スピ-チ      副会長 重光 孝義 君 

会長が欠席のため、代わって

スピーチさせていただきます。

メッセージを預っていますの

で、代読させていただきます。 

本日の例会、欠席してすみま

せん。重光副会長、どうか、宜

しくお願いいたします。 

創立 45 周年記念例会・祝宴は、皆様のご協力のお

陰で、盛会裏に終えることができました。皆さん、

本当に有難うございました。 

特に小椋実行委員長をはじめ、役員・理事、親睦

活動委員会の皆様におかれましては、準備等で、

大変、お世話になりました。さらに、本日、卓話

いただく、米山奨学生のハリス君には通訳でお世

話になりました。重ねて御礼申し上げます。 

今回の祝宴の催しなど、事前にＩＤＭ等で、ご意

見、ご提案等をお聞かせいただき、限られた予算

の中で、宇恵親睦委員長を中心にホテルとの打合

せなど、事前の準備でお世話をかけましたが、手

作りの楽しい祝宴でゲストの方にも喜んでいただ

けたと思います。また、海外のゲストの接待につ

いては、事前の送迎や歓迎会、ゴルフ、観光等々、

多くの方にお世話になりました。私自身も大変で

したが、特に花田さんには、連日、お世話になり、

ご苦労をおかけしました。皆さん、トラブルもな

く、無事に帰国されました。本当にありがとうご

ざいました。 

とにかく、皆さんのご協力によって、創立 45 周年

の節目を楽しく祝うことができました。これも偏

に、創立以来ご尽力いただき、今日のクラブを築

いていただいた歴代会長の皆様をはじめ、先輩諸

氏の方々のご苦労があってこそだと思います。長

年の歴史を振り返り、改めて、深く感謝申し上げ

ます。 

本日の卓話は、米山奨学生のハリス君です。欠

席してすみません。どうか、宜しくお願いします。 

 

６．幹事報告                 幹事 前田 克仁 君 

○休会のお知らせ 

田辺東ＲＣ   2 月 12 日（水） 
 

７．ゲスト卓話     米山記念奨学生 ハリス 君 

こんにちは！ロータリー米山

記念奨学生のハリスです。今から

卓話を発表したいと思います。 

まずは、本日の卓話の目次です。

「自己紹介」と「マレーシアのこ

と」と「これからの私」について

お話したいと思います。自己紹介

を改めてさせていただきます。名前は「アブドゥ

ルハリスアシュラフビンアブドゥルハディ」です。

名前があまりにも長いので友達はみんなスリハと

呼んでくれます、海南東ロータリークラブではハ

リスと呼んでいただいています。3 月 26 日生まれ

５人兄弟の長男です。好きな食べ物は甘いもので

す。現在、羽衣国際大学に通っています。コース

は情報システムです。大学から海南駅までだとや

く１時間半です。私の地元です。赤色に染まって

いるところがトレンガヌという州、私の出身です。

私の家族の構成です。私が日本に来たきっかけの

話です。それはアニメです。父が宮崎駿先生の作

品が大好きで、私にまで影響を受けました。アニ

メは日本の文化の一つであり、昔のままの文化も

少なくありません。それらをもっと知りたいため、

日本に来ました。 

少しマレーシアについて語りたいと思います。

日本からマレーシアまでだと飛行機で役６時間４

５分くらいです。こちらはマレーシア半島と東マ

レーシアの地図です。マレーシアの基本情報です。

公用語はマレー語、準公用語は英語と中国語。首
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都はクアラルンプールで人口がたった３千万人で

す。日本の人口の１/４です。面白いのはマレーシ

アのお金も日

本の１/４です。

マレーシアの

メイン民族は

マレー系です。

二番目多いの

は中華系、イン

ド系です。私の出身地の紹

介です。こちらは旗です。

トレンガヌの最も人気が

あるものといいますと、海

亀です。そして東南アジア

の一番大きい人造湖もあ

ります。その湖はケニール

湖といいます。琵琶湖の４割の大きさです。そし

てこちらはマレーシアの各州の旗です。 

今からマレーシアの文化の紹介になります。ま

ずはなぜマレーシアのマレー系の人の名前が長い

のでしょうか。それはアラビアの影響を受けてい

るからです。ほとんどの名前はアラビア語であり、

意味もついています。例えば私の名前の意味は「高

貴な守りもの」、理由としては私長男であり、ほか

の兄妹を見守らないといけないのです。こういっ

た感じで名前も長くなります。最初の３つは私の

名前で、最後の２つは名字です。真ん中の「ビン」

は「息子」あるいは「娘」を表すものです。次は

マレーシアと日本の文化の違いです。日本では天

皇という存在がいて、マレーシアではスルタンで

す。スルタンは小王と国王のことです。国王は九

つの小王の中から選ばれます。５年ごとに変わり

ます。次の表は今までの選ばれた国王です。マレ

ーシアが独立してからまだ 16 人目です。次は教育

です。マレーシアでは11年間の教育が必要となり、

日本では 12 年間です。そして日本の新学期は春か

ら始まり冬に卒業すること。マレーシアでは必ず

１月から 12 月までです。そして生まれた年により

学年が決められます。マレーシアで使われている

文字や言語も様々です。マレーシアは日本と少し

違って、使われてる言語が同じであっても文字は

２つに分かれています。ロマジとジャウィという

ものです。両方ともマレー語です。 

マレーシアの季節は２つしかありません。乾期

と雨期です。雨期は毎年あまり変わりません、そ

れは11月から２月までと４月から10月までです。

マレーシアに旅行する予定の方がいれば先に調べ

ないといけないのです。いつとどこが大事です。

週末と休日。マレーシア全国の週末は一致しませ

ん、14 州の中で４つの州だけずれています。金曜

と土曜になります。理由は話せば長くなりますが、

一言でいいますと、宗教の影響です。マレーシア

のジャンケンです。こういう形が違うであっても、

流れは同じです。日本の「グー」は「石」、「チョ

キ」は「鳥」、「パー」は「水」です。「グー」が「チ

ョキ」に勝ように、「石」は「鳥」に勝なのです。 

マレーシアの芸術です。まずはシラットです。

東南アジアではよく知られている正当防衛です。

一言でいいますと踊り

ながら防衛する。ク

ダ・ケパンです。馬の

形の板を乗って踊ると

いう伝統的な踊りです。

そしてジャピンです。

伝統的な衣装を着なが

ら踊ります。昔では男

の子しか参加できなか

ったが、最近では女の

子も参加できるように

なりました。最後にデ

ィキール・バラットで

す。座りながら踊ると

いう変わった踊りです。

こちらはマレーシアの民族服です。 

そしてマレーシアのそのほかの文化です。まず

はスルタンについては問わないこと。モスクやお

寺に入る前には履物を必ず脱ぐこと。食べるとき

はシンガポールの料理と比べないこと。デリケー

トな話題なのですから。案内するときは人差し指

ではなく親指で指すこと。頭を必ず触らないこと。

例え友達同士であっても。次は手で食べるのが普

通です。この次は正直、よく分かりません。次は

日本でよく見かけることです。マレーシアでは鼻

をかみたい時は一人でいる時だけです。 

宗教から受けた影響です。日本人は大丈夫だと

思いますが、握手の際は男女に注意。右手は優先

ですが、場所の出入りの場合は違います。例えば

お手洗いやキレイでない場所に入るときは左足が

優先となります。ラマダンの時期の飲食は隠れた

方が良いのです。堂々と食べても気にしない人は

多いと思いますが、リスペクトが大事です。日本

の「いただきます」と同じ、飲食する前は祈りを

することです。そして、本全般に高いところに置

くことです。アザーンの際にも喋らないこと。引

っ越すときに祈りやお祓いはするべきです。 

マレーシアの食文化です。マレーシアの食べ物

はいろいろなところから交わって、すごく懐かし

い感じがします。最初は

伝統的な食べ物です。ナ

シルマッというご飯です。

ココナッツミルクを使っ

てピーナッツやゆで卵や

シラスとほかのいろいろ

な具と一緒に食べます。

レンダンという味付けた

っぷりの肉の料理です。

こちらもココナッツミル

クを使われています。そして、サテーです。ナシ

ミニャッという色のついているご飯です。ナシミ

ニャッは結婚式の定番の食べ物です。 



後に、これからの私です。現在ではいろいろな

授業を受けて、正直にいいますとしたいことがあ

りすぎて悩み中です。プログラミングや CG の TA

もやっていてどちらも楽しいです。パソコンに関

わるものなら何でも良いと思い、卒業したらパソ

コンに関係がある仕事をしたいと思います。最終

的に母国で自分の会社を建てて、日本で得た知識

や技術を活かしたいと考えています。そして、日

本人でも働ける環境を提供したいと思っています。

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

８．閉会点鐘 

次回例会 

第 2023 回 例会 1 月 27 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

「会員卓話」45 周年記念例会の報告 
会長 寺下 卓 君 

 

 
 
 

小椋 孝一 君  写真で県展入賞しました。娘の

結婚。フィンランドに嫁ぎまし

た。娘からの手紙に胸いっぱい

になりました。 

花畑 重靖 君  本当の実力で写真 優秀賞を

頂きました。本日の毎日新聞に

掲載されました。 

楠部 均 君  父のお別れ会にご参列ありが

とうございました。 

魚谷幸司 君  断水がなくて良かったです。 

角谷太基 君  ハリス君、講話ありがとうござ

います。楽しみにしています。 

重光孝義 君  ハリス君、本日卓話 宜しくお

願いします。 

前田克仁 君  ハリス君、卓話、宜しくお願い

します。 

 

 

 

次期 RI 会長が 

2020-21 年度会長テーマを発表 
国際協議会 

国際ロータリー会長エレク

トであるホルガー・クナーク氏

（ドイツ、ヘルツォークトゥ

ム・ラウエンブルク・メルン・

ロータリークラブ所属）が、1

月 20 日、サンディエゴ（米国

カリフォルニア州）で開催中の

国際協議会で講演し、人生や地域社会を豊かにす

るためにロータリーが与える機会をとらえるよう

呼びかけました。 

クナーク会長エレクトは、次期地区ガバナーに

向けて 2020-21 年度会長テーマ「ロータリーは機

会の扉を開く」を

発表。ロータリー

とは、クラブに入

会するというだ

けでなく、「無限

の機会への招待」

であるとクナー

ク氏は述べまし

た。 

7 月 1 日に会長に就任するクナーク氏は、奉仕プ

ロジェクトを通じて会員自身や受益者の人生をよ

り豊かにするための道を開くのがロータリーであ

ると力説しました。 

「奉仕の行いは、その大小にかかわらず、助け

を必要とする人たちのために機会を生みだすもの

であると、私たちは信じている」とクナーク氏。

また、ロータリーはリーダーシップの機会、奉仕

のアイデアを実行に移すために世界を旅する機会、

そして生涯続く友情の絆を築く機会を与えてくれ

る、クナーク氏は述べます。「私たちのあらゆる活

動が、どこかで、誰かのために機会の扉を開いて

います」 

未来のための変革 
クナーク氏はさらに、ロータリーの発展のため

に変革を受け入れるよう会員に強く促しました。

会員数を増やすために数字にこだわるのではなく、

持続可能かつ有機的なかたちで成長できる方法を

考えるよう求め、現会員を維持し、クラブにふさ

わしい新会員を募ることにクラブが注力すべきで

あると述べました。 

「新会員を、会員数を増やす人員であるかのよう

に考え、やがて忘れてしまうというのは止める必

要があります」と述べたクナーク氏。「どの新会員

も、私たちを少しだけ変えてくれます。新しい視

野と経験をもたらしてくれます。このような絶え

間ない変化を受け入れる必要があります。新会員

から学ぶことで、私たちはより強くなります」 

「この機会をとらえてロータリーを成長させ、よ

り強く、適応力を高め、中核的価値観により沿っ

たロータリーとなるのです」 

ロータリーの行動計画はクラブの進化を導く羅



針盤であると指摘したクナーク氏は、全クラブが

少なくとも年 1 回、戦略計画会議を開くことを勧

めました。この会議で、5年後にどのようなクラブ

になりたいかを自問し、クラブが会員により多く

の価値をもたらす方法を考えるべきであると話し

ます。また、リーダー職にもっと多くの女性が就

くこと、クラブの結成と運営にローターアクター

が不可欠な役割を果たすこと、ロータリー会員で

あることの意味を考え直すこと、若い人たちに新

クラブの設計者になってもらうことを提唱しまし

た。「新しいアプローチに心を開かなくてはなりま

せん。若い人たちのためにユニークな新クラブを

つくることは、解決策の一部にすぎません」とク

ナーク会長エレクト。「自分たちに一番合うロータ

リーの体験はどのようなものかを、ローターアク

ターたち自らに決めてもらおうではありませんか。

新クラブの設計者は、若い人たちであるべきです」 

ロータリー会員が変化を受け入れることの必要

性を強調した上で、「時間は私たちのためにスロー

ダウンしてくれない」とクナーク氏は訴えます。

「私たちは急速な変化に負けません。この機会を

とらえてロータリーを成長させ、より強く、適応

力を高め、中核的価値観により沿ったロータリー

となるのです」 

 

国際協議会 
米国カリフォルニア州サンディエゴ 

会場：Manchester Grand Hyatt San Diego 

2020-21 年度 

テーマ「ロータリーは機会の扉を開く」 
 

体験記：What it’s like to... 

未来の君主と会う 
グレン・アダムス  研究グループ交換 

昨年春、85 歳になられた日本の昭仁天皇（現上

皇）が退位されたとき、40 年前に皇居で謁見した

ときの記憶がよみがえってきた。 

1978 年 4 月、私はロータリーが派遣する 6 人の

研究グループ交換に参加した。その後にフィラデ

ルフィア地域にある私たちの地区に日本から代表

団が派遣される予定になっていた。日本でのロー

タリーの地位は高く、6週間の滞在中、私たちは一

流のもてなしを受けた：宿泊は四つ星ホテル、豪

勢な食事、フロントフェンダ

ーに小さな旗のついた黒いリ

ムジンでの移動。農地や工場、

東京の築地魚市場（当時は世

界最大）、国会議事堂を見学した。昔ながらの船で

江戸川下りをしたときには、そこで釣った魚を油

で揚げた料理が昼食だった。最高裁判所では、判

事が自分の法服を喜んで私たちに着させてくれた。

相撲部屋では、ビールと魚 2 匹、ワカメ、ハマチ

の刺身、出汁、豆腐、餅、麺という典型的な力士

の昼食をいただいた。 

一番思い出深い遠足は、東京からの電車で始ま

った。集落や田園を走り抜け、山の近くまで来た

ところで、3台の黒タクに分乗。険しく曲がりくね

った道を上った後、ケーブルカーに乗り換えて広

大な杉の森を越え、青々とした芦ノ湖で下車。17

世紀の船を模した遊覧船で湖を渡った。翌朝の日

の出時には、雪を冠した富士山の、息を飲むよう

な情景にうっとりした。 

当時はまだ皇太子だった昭仁殿下（父上であっ

た昭和天皇はその後 11 年間君臨された）との待望

の謁見は、皇居内の松材パネルがほどこされた部

屋で行われた。皇太子が入室されると、ロータリ

ーのホストの方々が恭しくお辞儀をしたので、皇

室マナーの速習講座のごとく、私たちもそれに倣

った。昭仁殿下は無地のブルーグレイのスーツと

白いシャツ、濃い色のネクタイ姿。英語は流暢だ

が言葉を慎重に選びながら、穏やかな口調でお話

しになった。当時の私の日記にはこう書かれてい

る。「私たちが年齢順に紹介されると、私たち一人

ひとりの顔をまっすぐ、ひるまずに見据えられた」 

私たちは、漆黒塗のテーブル 2 台の近くにあっ

た赤い椅子に腰かけた。灰皿が 4 つ、皇室のマー

クの入ったマッチ箱、そして銀のトレイの上にた

ばこのケースが置かれていたが、謁見中に喫煙し

た人がいたかどうかは覚えていない。対話をして

いる間、召使いが菓子と緑茶をお盆で運んできた

が、その度に皇太子殿下に直接顔を向けることな

くお辞儀をした。日本の印象について殿下に尋ね

られたので、日本人の礼儀正しさ、東京の清潔さ、

見学した歴史スポット、食した日本食について話

した。日記にはこう記されている。「皇太子は、終

始ほとんど表情を変えることがなかった」 

私たちがフィラデルフィアから来たことをご存

知だった皇太子殿下は、自身が 19 歳だった 1953

年にフィラデルフィアを訪問された時の思い出話

をしてくださった。日本人にとっての主な懸念は

何だと思われるかと私が尋ねると、伝統、歴史、

文化を保存しつつ、それを現代のトレンドやテク

ノロジーと結びつけることだとお答えになられた。 

互いの幸運を祈り、さらにお辞儀をした後で、

謁見は終了した。この対話にテーマがあったとし

たら、それは現代において古来の慣習を維持する

こと、つまり、昭仁上皇が繰り返しお使いになっ

た「調和」という言葉がふさわしいだろう。 
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