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ロータリーに誇りを持ち行動する
ＲＩ会長が就任にあたって掲げるその年度の重点目標ある
いは指針をいいます。ロータリー年度を通じて奉仕の実践
に最も重要なものです。

　　　　帰山親睦活動委員長
　　　　 　　　　　それでこそロータリー
　　　　　北見西ＲＣ　角田　誠二 様
　　　　　長屋会長
　皆さんこんにちは。本日は北見西ロータリークラブ角田様、ご来訪有り難うございます。
さて、いよいよ来週は年次総会という事でありまして、私の話をする場面がないので今日は
少しお時間を頂きたいと存じます。
　まずもって先週の忘年家族夜間例会には大勢のご家族の方に参加して頂き、特にお子様が
多く出席して頂いた事に心からお礼を申し上げる次第でございます。親睦委員会の皆様方にはお忙しい時期にも
拘らず数週間前から準備をして頂き、大変楽しい忘年家族夜間例会でございました。感謝を申し上げると共に
誠に有り難うございました。
　さて先週のお話でございますが、ロータリー事務局の住所移転で、５条のナシオ様の借家から２条のビルに
引っ越しをする際の片付けを当クラブから潮田幹事・岡村会長エレクト・小池副幹事・藤田事務局の４名で、
大変な量の仕分作業を行った訳でございます。私も会長という立場で顔を出させて頂いた訳でございますが、
その時に面白い物を見つけました。それがこれであります（2000年度会員名簿）。この名簿を見ていますと、
今から19年前には北見ロータリークラブの会員数70名でございました。現在は60名（10名減）。北見東ロータリー
クラブは77名。現在は58名（19名減）。北見西ロータリークラブは52名。現在は65名（13名増）となって
おります。西クラブだけが会員増強に最も力を入れているクラブと言える訳でございます。
　そこで、北見ロータリークラブの2000年度から現在の2019年度でどのように変わったかと申しますと、
当時の会員で今現在も会員でいる方は13名であります。残り57名は退会・転勤・死亡という事でございます。
ちなみに、この19年間の中で亡くなった会員は20名程いらっしゃいました。19年という歳月で大きく変わった
訳でありますが、退会の理由は様々なれど、一番大きく占めている理由は健康を害しての理由でございます。
会社の業績が悪化しただの、人間関係が上手くいかないだのの理由はごく僅かでございます。
　国際ロータリー（ＲＩ）からは会員増強は勿論ですが、退会を防ぐ為の努力をするように盛んに言われている
訳ですが、日本人の死因第１位は“がん”であります。今やがんは国民２人に１人が罹患すると言われて
おります。
　分析結果、退会理由の一番多い病気に対して、病気にならない、がんにかからない為の予防が最も大事であると
結論付けた地区がございます。有意義なロータリー活動を行うにはまずは健康が第一！との視点から、
国内34地区に分かれておりますが、その中で唯一、第2710地区全73クラブが【がん予防推進委員会】を設置し、
毎週の例会に真剣に取り組んだ訳でございます。あるクラブは高校生を集めてのがんにならない為の生活習慣の
勉強会。またあるクラブでは医師の会員に乳がんにかからない為の講演等を開いたりし、全73クラブで共通の
【がんを防ぐ為の新12ヶ条】を設けたりして、タバコを吸わない、タバコの煙を避ける、お酒は程々にとか、
12ヶ条を徹底して３年間意識改革を行った訳でございます。その結果どうなったかと言いますと、厳密な比較は
出来ないまでも、喫煙率が減少し、禁煙を試みる会員が増えたとの報告であります。少なからず「がん予防
推進運動」の成果は出たとの事です。
　退会・入会だの組織を取り巻く環境が大きく変わり、ロータリーの行く末を創設者でありますポール・ハリスが

会員の皆様、１年間ご苦労様でした。来年も良い年でありますようお祈り申し上げます。（Ａ.Ｍ）

危惧していた時がございます。それは1935年であります。1905年にロータリーが創設され、丁度30年が過ぎた時に
ポール・ハリスの心境の変化が生じ、「ロータリーは宇宙と共に永遠であろうか」という著書を出しました。
組織が大きくなり人種も考え方も異なる中で、もしかしたらロータリーはこのまま跡形も無く消え果てるのでは
なかろうか？とポール・ハリスは頭を過ったに違いありません。ですからこんな言葉が出たのだと推測します。
会社でもそうですが、組織が肥大化して行くと統制が取れなくなってしまう事がございます。
　私はこの頃の「ロータリーの友」を見ていましても、以前はロータリーに対する批判じみた内容は一切
記載されていなかったのですが、この頃の「ロータリーの友」では国際ロータリー（ＲＩ）の行動方針に疑問を
投げ掛けていた内容の物が多く書かれて来ているような気が致します。2016年規定審議会で人頭分担金が
毎年４ドル上げると発表し、尚且つ2019年度にも更に毎年１ドルずつ上げる等、あまりにもお金を集める事が
第一で、日本ロータリーの「職業奉仕・例会出席重視」を第一義とする哲学と国際ロータリーとの大きな乖離が
生じていると古くからのロータリアンは危惧している訳でございます。私はふとポール・ハリスの1935年に放った
言葉が蘇って来た訳でございます。
　柔軟性も臨機応変も程々にしないと組織の体は成さなくなるように思えてなりません。全ての事はクラブ任せ、
クラブの判断で良いとし、お金だけＲＩに収めるのであれば後は自由に細則を決めてやりなさいという姿勢には、
ロータリーの崩壊に近づいて行くような気がしてなりません。
　本日は長々とお話致しましたが、この後はタン・ペイユさんの卓話でございますので、１時間楽しんで
頂きたいと思います。

　　　　　潮田幹事
１．12月４日にお知らせ致しました新入会の推薦につきまして異議申し立てがございませんでした
のでお知らせ致します。
２．ガバナー事務局より年末年始の休業のお知らせが届いております。12月28日から
１月５日までお休みとなっておりますのでお気を付けて下さい。
３．2500地区よりＲＬＩ研修会開催の案内文が届いております。2020年２月23～24日に札幌で行われます。
登録料は５千円で、出席希望の方がいらっしゃいましたら私か事務局の方にお申し出下さい。

米山記念奨学会カウンセラー　主藤会員
　今日の卓話がタン・ペイユさんという事で、後程マレーシアの話が聞けるのではないかと
思います。来春の春休みを利用して実家に帰られるという事で、今考えているのが
天皇誕生日の23・24日、連休の前後で私はマレーシアに訪問しようかなという風に
思っております。もし興味がある方はお声掛けして頂ければと思います。

小原会員～先週NHK―BS１、グレートレースで息子の走る姿が放映されました。あんなにも苦しんで優勝を
果たした事を放送で初めて知り、テレビを見ながら家内共々涙を流しました。撮影して下さった
NHKのスタッフの皆さんと放映日の情報を提供頂いたNHK川上局長に心からお礼を申し上げます。
有り難うございました。

海田会員～先日、家族夜間例会で素晴らしい花束を頂きました。有り難うございました。
帰山会員～先日開催されました忘年家族夜間例会は多くの皆様にご参加頂きました事、心より感謝、お礼申し

上げます。そしてご協賛頂きました長屋会長、潮田幹事、そして和田様に感謝とお礼を申し上げます。
懇親会では想定外の事態も起きましたが、皆さんに楽しんで頂けたかと思います。私達親睦委員会一同は
引き続きより良い例会構築に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

北本会員～北海道新聞社川嶋支社長より息子の写真を頂きました。これも会員卓話という機会を頂いたロータリーの
皆様のお陰だと、有り難うございました。川嶋支社長様に感謝を申し上げます。

　私はマレーシアから来たタン・ペイユと申します。今は北見工業大学の地域未来デザイン工学科の３年生で、
バイオ食品工学コースに属しています。日本語はマレーシアにある日本語学校で２年間位学びました。家族は、

父は農業用の肥料を、母は車の保険を商売しています。妹達は今２人とも大学生です。趣味はバドミントンや
映画鑑賞をする事です。私は日本に来て３年間位経ちました。今までの私は学業やアルバイト等に励んできました。
　日本に来た時は未成年だったので色々と制限されて不便な所もありました。その時はどうすればいいのか
とても不安で困っていました。しかし、先生や先輩たちが色々と教えて下さったお陰で、色々失敗をしながらも
何とか乗り越えてきました。去年までは学業以外に大学のサークル活動に参加しました。それからはボランティア
として大学の美化作業や清掃作業等をしました。勿論サークル活動だけでなく、学校のイベント等にも
色々参加しました。
　私は両親の負担になりたく無かったから、ロータリーの米山奨学金を頂く事になる前まではアルバイト等を
しました。しかし去年の私は勉強とアルバイトを両立出来ませんでした。コースに配属され、前より忙しく、
テストやレポート等が山のようにありました。その結果、私は体調を崩してしまいました。しかし、今はロータリーの
米山奨学金があったお陰で、私はお金の心配が無く学業に集中する事が出来ます。感謝の気持ちで一杯です。
　今年の夏休みに、お世話になっているカウンセラーの主藤さんが北海道で有名な観光名所の動物園や山登り等に
連れて行って下さいました。旭山動物園では可愛い動物が沢山いてとても楽しかったです。そして北海道最高峰の
旭岳の頂上まで連れて行って下さいました。私は今までの人生の中でこのような山登りをした事が無かったので、
上に行くにしたがって道が険しくなって来る旭岳の登山が忘れられません。主藤さんと他の登山者の皆様が
沢山励まして下さったお陰で山頂まで登り切る事が出来ました。頂上に到達した時に疲れが一瞬で消えて大きな
達成感が得られました。また、北海道で有名な紅葉鑑賞の高原沼巡りにも連れて行って下さいました。今回は
前の経験があったお陰で、私は段々山に登れるようになった気がします。それも多分、登山へのハードルが
下がったからかもしれません。この時期は残念ながら枯れ葉が多かったです。それでも高原沼巡りでしか
見る事が出来ない素晴らしい景色を見る事が出来て感動しました。本当に行って良かったです。心より感謝を
申し上げます。
　これからは私の母国マレーシアについて紹介したいと思います。地図を見ると、マレーシアはユーラシア大陸
最南端のマレー半島とボルネオの北を領域とする国です。簡単に言えばマレーシアはタイの下、シンガポールの
上で、インドネシアの島々に囲まれ、真ん中にはボルネオがある国です。飛行機で日本からマレーシアまで
７時間から８時間位かかります。
　マレーシアの世界遺産では、雄大な大自然のキナバル公園、洞窟で有名なグヌン・ムル国立公園、そしてペナン島の
ジョージタウン、古都のマラッカ、そしてレンゴン渓谷の考古遺跡があります。初めにマラッカについて
紹介します。マラッカはヨーロッパ文化の影響を100年以上受けた独特の文化を持つマレーシアの古都です。
西欧列強が相次いで進出した街には世界史ロマンを感じさせる史跡が豊富に残ります。一方、華麗な生活を築いた
プラナカン発祥の街でもあり、文化都市としても魅力があります。そこで2008年に世界文化遺産として登録され
ました。マレーシアの首都のクアラルンプールから車で１時間半から２時間程で到着しますので、クアラルンプール
からの一日観光で訪れるのも良いでしょう。マラッカの見どころは、マラッカ王宮博物館や独特なオランダ建築で
赤い建物が印象的なクライストチャーチ等です。またペナン島中心部にあるジョージタウンは、マラッカと同じく
2008年に世界文化遺産として登録されました。イギリス、インド、中国、マレーシアという東西南北の文化が混在し、
エキゾチックな街の風景が印象的です。ペナン国際空港からは車で30分程の距離にあります。ジョージタウンでは、
マレーシアでも最も古い英国国教会セント・ジョージ教会、ペナン博物館、プラナカンマンション等が主な
見どころです。それからレンゴン渓谷の考古遺産は、マレー半島とレンゴン渓谷にある200万年にも及ぶ
遺跡群です。2012年に世界文化遺産として登録されました。レンゴン渓谷内の２つの地域にある４つの遺跡は
保存状態が良く、世界文化遺産登録の際にはこの点についても評価されました。７万4000年前の人骨等の貴重な
遺物の発見もされています。場所は首都のクアラルンプールから車で約３時間のレンゴン近郊にあります。
続いて東南アジアの最高峰の標高4095.2ｍのキナバル山の麓にあるキナバル公園です。2000年に世界自然遺産として
登録されました。キナバル山は祖先の魂が宿る場所として古くから崇められていた神聖な山として有名です。
コタキナバルから車で約１時間半のキナバル公園には、日本からの観光客が多く訪れる場所でもあります。
キナバル公園内には、９つのトレイルがあり、日帰りでもトレッキングが出来ます。またキナバル公園周辺には
宿泊施設もあるので、より長くキナバルの自然を満喫したい方は宿泊施設等を利用すると良いでしょう。
最後にグヌン・ムル国立公園を紹介します。サラワク州にあるグヌン・ムル国立公園は、2000年に世界遺産として
登録されました。この国立公園は世界最大規模の洞窟群があることで有名です。例えば巨大な地区空間の洞窟や、
170㎞以上の長さを誇り夕方になると沢山のコウモリが羽ばたく瞬間を見る事が出来る洞窟等があります。
ムルの街の中心からは車で30分程です。
　続いてマレーシアの民族と宗教についても話したいと思います。マレーシアは３つの主要民族と地域の歴史が
複雑に入り混じって並存している国です。民族構成が極めて複雑な国で、多民族国家だと言われています。
宗教はイスラム教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教が一般的です。インド洋と南シナ海に挟まれている
マレーシアは、古くから東西貿易の活動の重要な地点である歴史を持ち、15世紀初めにマラッカ王国が

建国した事で歴史に刻まれました。当時の歴史を見ると、海上貿易で交流があったアラブやインドの影響から
イスラム教国となったマラッカ王国は、その後ポルトガルの支配下に置かれるとオランダやイギリスの支配を受け、
その歴史の中にキリスト教が伝わるようになりました。今日のマレーシアは何処でもイスラム教の礼拝堂モスク、
ヒンドゥー教の寺院、中国の寺院などが点在しています。マレー系の人がイスラム教でなければならない以外、
誰でも自由に宗教を信仰出来ます。私の場合は仏教です。また祝日もイスラム教の祝日だけでなく、
ヒンドゥー教の祝日、中国の旧正月、クリスマスも祝日なのです。イスラム教の国ですが様々な宗教も
受け入れており、お互いの宗教も尊重し合って、民族問わず皆で祝うのです。その為マレーシアは休みも多いです。
私達が長年の間に民族紛争が起きなかったのは、やはりお互いの文化を尊敬し合う事です。
　最後にイスラム教徒は豚肉を食べてはいけないのです。耳にした事がある人も多いと思いますが、イスラム教徒の
人達は本当に豚肉を食べません。ヒンドゥー教で牛肉が食べられないのは、牛は神聖な動物として扱われている
からですが、イスラム教徒が豚肉を食べない理由は真逆で、豚は不浄な生き物として扱われているからです。
マレーシアではハラル、ノンハラルという言葉をよく耳にしますが、ハラルはイスラム教徒の人達が食べられる
食品で、ノンハラルは禁じられている食品となります。ノンハラルにあたる物は豚肉の他にお酒です。
また豚肉以外の肉もイスラム教の教えに沿って処理されたものでなければ食べる事が出来ないという厳格なルールが
あるのです。イスラム教の人に食事等を提供する際はハラルとハラムの意味を理解しておく必要があります。
イスラム教の教えでは、ハラルとは許されているという意味です。一方ハラムは禁じられているという意味です。
ハラルやハラムは物事が神に許されているかどうかを示す考え方です。私達が普段食べている野菜や果物、穀物、
魚介類などは基本的にハラルです。その為、何がハラルかを暗記するよりは何がハラムなのかを知り、その食品を
避けるべきだと考える方法をお勧めしています。ハラムで広く知られているのが豚肉とアルコールです。しかし
同じハラムであっても豚とアルコールは禁忌のレベルが異なります。イスラム教の人が最も気を付けているのは
断然豚の方です。豚はイラストを見るのも嫌という人がいる位強く嫌う傾向があります。次に避けるのは
イスラム法以外で処理された肉です。例えば鶏肉や牛肉であってもイスラム教法に従う屠畜加工処理をされて
いなければハラムとみなされ、口にする事は禁じられています。アルコールも禁じられていますが、飲み物や
料理で用いるアルコールを避ける人は多くても、機械や消毒に使用するアルコールを避ける人の割合は少ないです。
また自然貯蔵で生じたアルコールを含む味噌や醤油などの調味料については、アルコール濃度を示すべきという
考え方がある一方で、問題ないと考える団体や人もいます。更にハラムにもハラルにも考えられる疑わしき物は
シュブハと呼ばれ避ける傾向があります。例えば屠畜方法が不明な牛肉や鶏肉はシュブハになります。
　以上です。ご清聴有り難うございました。

ロータリー財団から届いたポール・ハリス・フェローの感謝状贈呈
岡村会員・岸本会員・荒井会員（本日欠席）

　来週の年次総会で出席状況をまとめたものをレターボックスの方に入れます。一枚に
まとめておりますので見づらい部分があるかもしれませんが、メーキャップの貯金数等を
全部入れておりますので、分からない部分がありましたら私の方にお聞き下さい。

グループ談議【７】 「今年の抱負」【次回１月８日】
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　　　　帰山親睦活動委員長
　　　　 　　　　　それでこそロータリー
　　　　　北見西ＲＣ　角田　誠二 様
　　　　　長屋会長
　皆さんこんにちは。本日は北見西ロータリークラブ角田様、ご来訪有り難うございます。
さて、いよいよ来週は年次総会という事でありまして、私の話をする場面がないので今日は
少しお時間を頂きたいと存じます。
　まずもって先週の忘年家族夜間例会には大勢のご家族の方に参加して頂き、特にお子様が
多く出席して頂いた事に心からお礼を申し上げる次第でございます。親睦委員会の皆様方にはお忙しい時期にも
拘らず数週間前から準備をして頂き、大変楽しい忘年家族夜間例会でございました。感謝を申し上げると共に
誠に有り難うございました。
　さて先週のお話でございますが、ロータリー事務局の住所移転で、５条のナシオ様の借家から２条のビルに
引っ越しをする際の片付けを当クラブから潮田幹事・岡村会長エレクト・小池副幹事・藤田事務局の４名で、
大変な量の仕分作業を行った訳でございます。私も会長という立場で顔を出させて頂いた訳でございますが、
その時に面白い物を見つけました。それがこれであります（2000年度会員名簿）。この名簿を見ていますと、
今から19年前には北見ロータリークラブの会員数70名でございました。現在は60名（10名減）。北見東ロータリー
クラブは77名。現在は58名（19名減）。北見西ロータリークラブは52名。現在は65名（13名増）となって
おります。西クラブだけが会員増強に最も力を入れているクラブと言える訳でございます。
　そこで、北見ロータリークラブの2000年度から現在の2019年度でどのように変わったかと申しますと、
当時の会員で今現在も会員でいる方は13名であります。残り57名は退会・転勤・死亡という事でございます。
ちなみに、この19年間の中で亡くなった会員は20名程いらっしゃいました。19年という歳月で大きく変わった
訳でありますが、退会の理由は様々なれど、一番大きく占めている理由は健康を害しての理由でございます。
会社の業績が悪化しただの、人間関係が上手くいかないだのの理由はごく僅かでございます。
　国際ロータリー（ＲＩ）からは会員増強は勿論ですが、退会を防ぐ為の努力をするように盛んに言われている
訳ですが、日本人の死因第１位は“がん”であります。今やがんは国民２人に１人が罹患すると言われて
おります。
　分析結果、退会理由の一番多い病気に対して、病気にならない、がんにかからない為の予防が最も大事であると
結論付けた地区がございます。有意義なロータリー活動を行うにはまずは健康が第一！との視点から、
国内34地区に分かれておりますが、その中で唯一、第2710地区全73クラブが【がん予防推進委員会】を設置し、
毎週の例会に真剣に取り組んだ訳でございます。あるクラブは高校生を集めてのがんにならない為の生活習慣の
勉強会。またあるクラブでは医師の会員に乳がんにかからない為の講演等を開いたりし、全73クラブで共通の
【がんを防ぐ為の新12ヶ条】を設けたりして、タバコを吸わない、タバコの煙を避ける、お酒は程々にとか、
12ヶ条を徹底して３年間意識改革を行った訳でございます。その結果どうなったかと言いますと、厳密な比較は
出来ないまでも、喫煙率が減少し、禁煙を試みる会員が増えたとの報告であります。少なからず「がん予防
推進運動」の成果は出たとの事です。
　退会・入会だの組織を取り巻く環境が大きく変わり、ロータリーの行く末を創設者でありますポール・ハリスが

危惧していた時がございます。それは1935年であります。1905年にロータリーが創設され、丁度30年が過ぎた時に
ポール・ハリスの心境の変化が生じ、「ロータリーは宇宙と共に永遠であろうか」という著書を出しました。
組織が大きくなり人種も考え方も異なる中で、もしかしたらロータリーはこのまま跡形も無く消え果てるのでは
なかろうか？とポール・ハリスは頭を過ったに違いありません。ですからこんな言葉が出たのだと推測します。
会社でもそうですが、組織が肥大化して行くと統制が取れなくなってしまう事がございます。
　私はこの頃の「ロータリーの友」を見ていましても、以前はロータリーに対する批判じみた内容は一切
記載されていなかったのですが、この頃の「ロータリーの友」では国際ロータリー（ＲＩ）の行動方針に疑問を
投げ掛けていた内容の物が多く書かれて来ているような気が致します。2016年規定審議会で人頭分担金が
毎年４ドル上げると発表し、尚且つ2019年度にも更に毎年１ドルずつ上げる等、あまりにもお金を集める事が
第一で、日本ロータリーの「職業奉仕・例会出席重視」を第一義とする哲学と国際ロータリーとの大きな乖離が
生じていると古くからのロータリアンは危惧している訳でございます。私はふとポール・ハリスの1935年に放った
言葉が蘇って来た訳でございます。
　柔軟性も臨機応変も程々にしないと組織の体は成さなくなるように思えてなりません。全ての事はクラブ任せ、
クラブの判断で良いとし、お金だけＲＩに収めるのであれば後は自由に細則を決めてやりなさいという姿勢には、
ロータリーの崩壊に近づいて行くような気がしてなりません。
　本日は長々とお話致しましたが、この後はタン・ペイユさんの卓話でございますので、１時間楽しんで
頂きたいと思います。

　　　　　潮田幹事
１．12月４日にお知らせ致しました新入会の推薦につきまして異議申し立てがございませんでした
のでお知らせ致します。
２．ガバナー事務局より年末年始の休業のお知らせが届いております。12月28日から
１月５日までお休みとなっておりますのでお気を付けて下さい。
３．2500地区よりＲＬＩ研修会開催の案内文が届いております。2020年２月23～24日に札幌で行われます。
登録料は５千円で、出席希望の方がいらっしゃいましたら私か事務局の方にお申し出下さい。

米山記念奨学会カウンセラー　主藤会員
　今日の卓話がタン・ペイユさんという事で、後程マレーシアの話が聞けるのではないかと
思います。来春の春休みを利用して実家に帰られるという事で、今考えているのが
天皇誕生日の23・24日、連休の前後で私はマレーシアに訪問しようかなという風に
思っております。もし興味がある方はお声掛けして頂ければと思います。

小原会員～先週NHK―BS１、グレートレースで息子の走る姿が放映されました。あんなにも苦しんで優勝を
果たした事を放送で初めて知り、テレビを見ながら家内共々涙を流しました。撮影して下さった
NHKのスタッフの皆さんと放映日の情報を提供頂いたNHK川上局長に心からお礼を申し上げます。
有り難うございました。

海田会員～先日、家族夜間例会で素晴らしい花束を頂きました。有り難うございました。
帰山会員～先日開催されました忘年家族夜間例会は多くの皆様にご参加頂きました事、心より感謝、お礼申し

上げます。そしてご協賛頂きました長屋会長、潮田幹事、そして和田様に感謝とお礼を申し上げます。
懇親会では想定外の事態も起きましたが、皆さんに楽しんで頂けたかと思います。私達親睦委員会一同は
引き続きより良い例会構築に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

北本会員～北海道新聞社川嶋支社長より息子の写真を頂きました。これも会員卓話という機会を頂いたロータリーの
皆様のお陰だと、有り難うございました。川嶋支社長様に感謝を申し上げます。

　私はマレーシアから来たタン・ペイユと申します。今は北見工業大学の地域未来デザイン工学科の３年生で、
バイオ食品工学コースに属しています。日本語はマレーシアにある日本語学校で２年間位学びました。家族は、

父は農業用の肥料を、母は車の保険を商売しています。妹達は今２人とも大学生です。趣味はバドミントンや
映画鑑賞をする事です。私は日本に来て３年間位経ちました。今までの私は学業やアルバイト等に励んできました。
　日本に来た時は未成年だったので色々と制限されて不便な所もありました。その時はどうすればいいのか
とても不安で困っていました。しかし、先生や先輩たちが色々と教えて下さったお陰で、色々失敗をしながらも
何とか乗り越えてきました。去年までは学業以外に大学のサークル活動に参加しました。それからはボランティア
として大学の美化作業や清掃作業等をしました。勿論サークル活動だけでなく、学校のイベント等にも
色々参加しました。
　私は両親の負担になりたく無かったから、ロータリーの米山奨学金を頂く事になる前まではアルバイト等を
しました。しかし去年の私は勉強とアルバイトを両立出来ませんでした。コースに配属され、前より忙しく、
テストやレポート等が山のようにありました。その結果、私は体調を崩してしまいました。しかし、今はロータリーの
米山奨学金があったお陰で、私はお金の心配が無く学業に集中する事が出来ます。感謝の気持ちで一杯です。
　今年の夏休みに、お世話になっているカウンセラーの主藤さんが北海道で有名な観光名所の動物園や山登り等に
連れて行って下さいました。旭山動物園では可愛い動物が沢山いてとても楽しかったです。そして北海道最高峰の
旭岳の頂上まで連れて行って下さいました。私は今までの人生の中でこのような山登りをした事が無かったので、
上に行くにしたがって道が険しくなって来る旭岳の登山が忘れられません。主藤さんと他の登山者の皆様が
沢山励まして下さったお陰で山頂まで登り切る事が出来ました。頂上に到達した時に疲れが一瞬で消えて大きな
達成感が得られました。また、北海道で有名な紅葉鑑賞の高原沼巡りにも連れて行って下さいました。今回は
前の経験があったお陰で、私は段々山に登れるようになった気がします。それも多分、登山へのハードルが
下がったからかもしれません。この時期は残念ながら枯れ葉が多かったです。それでも高原沼巡りでしか
見る事が出来ない素晴らしい景色を見る事が出来て感動しました。本当に行って良かったです。心より感謝を
申し上げます。
　これからは私の母国マレーシアについて紹介したいと思います。地図を見ると、マレーシアはユーラシア大陸
最南端のマレー半島とボルネオの北を領域とする国です。簡単に言えばマレーシアはタイの下、シンガポールの
上で、インドネシアの島々に囲まれ、真ん中にはボルネオがある国です。飛行機で日本からマレーシアまで
７時間から８時間位かかります。
　マレーシアの世界遺産では、雄大な大自然のキナバル公園、洞窟で有名なグヌン・ムル国立公園、そしてペナン島の
ジョージタウン、古都のマラッカ、そしてレンゴン渓谷の考古遺跡があります。初めにマラッカについて
紹介します。マラッカはヨーロッパ文化の影響を100年以上受けた独特の文化を持つマレーシアの古都です。
西欧列強が相次いで進出した街には世界史ロマンを感じさせる史跡が豊富に残ります。一方、華麗な生活を築いた
プラナカン発祥の街でもあり、文化都市としても魅力があります。そこで2008年に世界文化遺産として登録され
ました。マレーシアの首都のクアラルンプールから車で１時間半から２時間程で到着しますので、クアラルンプール
からの一日観光で訪れるのも良いでしょう。マラッカの見どころは、マラッカ王宮博物館や独特なオランダ建築で
赤い建物が印象的なクライストチャーチ等です。またペナン島中心部にあるジョージタウンは、マラッカと同じく
2008年に世界文化遺産として登録されました。イギリス、インド、中国、マレーシアという東西南北の文化が混在し、
エキゾチックな街の風景が印象的です。ペナン国際空港からは車で30分程の距離にあります。ジョージタウンでは、
マレーシアでも最も古い英国国教会セント・ジョージ教会、ペナン博物館、プラナカンマンション等が主な
見どころです。それからレンゴン渓谷の考古遺産は、マレー半島とレンゴン渓谷にある200万年にも及ぶ
遺跡群です。2012年に世界文化遺産として登録されました。レンゴン渓谷内の２つの地域にある４つの遺跡は
保存状態が良く、世界文化遺産登録の際にはこの点についても評価されました。７万4000年前の人骨等の貴重な
遺物の発見もされています。場所は首都のクアラルンプールから車で約３時間のレンゴン近郊にあります。
続いて東南アジアの最高峰の標高4095.2ｍのキナバル山の麓にあるキナバル公園です。2000年に世界自然遺産として
登録されました。キナバル山は祖先の魂が宿る場所として古くから崇められていた神聖な山として有名です。
コタキナバルから車で約１時間半のキナバル公園には、日本からの観光客が多く訪れる場所でもあります。
キナバル公園内には、９つのトレイルがあり、日帰りでもトレッキングが出来ます。またキナバル公園周辺には
宿泊施設もあるので、より長くキナバルの自然を満喫したい方は宿泊施設等を利用すると良いでしょう。
最後にグヌン・ムル国立公園を紹介します。サラワク州にあるグヌン・ムル国立公園は、2000年に世界遺産として
登録されました。この国立公園は世界最大規模の洞窟群があることで有名です。例えば巨大な地区空間の洞窟や、
170㎞以上の長さを誇り夕方になると沢山のコウモリが羽ばたく瞬間を見る事が出来る洞窟等があります。
ムルの街の中心からは車で30分程です。
　続いてマレーシアの民族と宗教についても話したいと思います。マレーシアは３つの主要民族と地域の歴史が
複雑に入り混じって並存している国です。民族構成が極めて複雑な国で、多民族国家だと言われています。
宗教はイスラム教、仏教、キリスト教、ヒンドゥー教が一般的です。インド洋と南シナ海に挟まれている
マレーシアは、古くから東西貿易の活動の重要な地点である歴史を持ち、15世紀初めにマラッカ王国が

建国した事で歴史に刻まれました。当時の歴史を見ると、海上貿易で交流があったアラブやインドの影響から
イスラム教国となったマラッカ王国は、その後ポルトガルの支配下に置かれるとオランダやイギリスの支配を受け、
その歴史の中にキリスト教が伝わるようになりました。今日のマレーシアは何処でもイスラム教の礼拝堂モスク、
ヒンドゥー教の寺院、中国の寺院などが点在しています。マレー系の人がイスラム教でなければならない以外、
誰でも自由に宗教を信仰出来ます。私の場合は仏教です。また祝日もイスラム教の祝日だけでなく、
ヒンドゥー教の祝日、中国の旧正月、クリスマスも祝日なのです。イスラム教の国ですが様々な宗教も
受け入れており、お互いの宗教も尊重し合って、民族問わず皆で祝うのです。その為マレーシアは休みも多いです。
私達が長年の間に民族紛争が起きなかったのは、やはりお互いの文化を尊敬し合う事です。
　最後にイスラム教徒は豚肉を食べてはいけないのです。耳にした事がある人も多いと思いますが、イスラム教徒の
人達は本当に豚肉を食べません。ヒンドゥー教で牛肉が食べられないのは、牛は神聖な動物として扱われている
からですが、イスラム教徒が豚肉を食べない理由は真逆で、豚は不浄な生き物として扱われているからです。
マレーシアではハラル、ノンハラルという言葉をよく耳にしますが、ハラルはイスラム教徒の人達が食べられる
食品で、ノンハラルは禁じられている食品となります。ノンハラルにあたる物は豚肉の他にお酒です。
また豚肉以外の肉もイスラム教の教えに沿って処理されたものでなければ食べる事が出来ないという厳格なルールが
あるのです。イスラム教の人に食事等を提供する際はハラルとハラムの意味を理解しておく必要があります。
イスラム教の教えでは、ハラルとは許されているという意味です。一方ハラムは禁じられているという意味です。
ハラルやハラムは物事が神に許されているかどうかを示す考え方です。私達が普段食べている野菜や果物、穀物、
魚介類などは基本的にハラルです。その為、何がハラルかを暗記するよりは何がハラムなのかを知り、その食品を
避けるべきだと考える方法をお勧めしています。ハラムで広く知られているのが豚肉とアルコールです。しかし
同じハラムであっても豚とアルコールは禁忌のレベルが異なります。イスラム教の人が最も気を付けているのは
断然豚の方です。豚はイラストを見るのも嫌という人がいる位強く嫌う傾向があります。次に避けるのは
イスラム法以外で処理された肉です。例えば鶏肉や牛肉であってもイスラム教法に従う屠畜加工処理をされて
いなければハラムとみなされ、口にする事は禁じられています。アルコールも禁じられていますが、飲み物や
料理で用いるアルコールを避ける人は多くても、機械や消毒に使用するアルコールを避ける人の割合は少ないです。
また自然貯蔵で生じたアルコールを含む味噌や醤油などの調味料については、アルコール濃度を示すべきという
考え方がある一方で、問題ないと考える団体や人もいます。更にハラムにもハラルにも考えられる疑わしき物は
シュブハと呼ばれ避ける傾向があります。例えば屠畜方法が不明な牛肉や鶏肉はシュブハになります。
　以上です。ご清聴有り難うございました。

ロータリー財団から届いたポール・ハリス・フェローの感謝状贈呈
岡村会員・岸本会員・荒井会員（本日欠席）

　来週の年次総会で出席状況をまとめたものをレターボックスの方に入れます。一枚に
まとめておりますので見づらい部分があるかもしれませんが、メーキャップの貯金数等を
全部入れておりますので、分からない部分がありましたら私の方にお聞き下さい。

幹事報告

委員会報告

ニコニコＢＯＸ

プログラム ゲスト卓話 「自己紹介と故郷について」
米山奨学生　北見工業大学　タン・ペイユ 様


