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＊２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （2月17日）

第２１４３回例会

会

3日 会員増強フォーラム 長浦善德委員長
10日 外部卓話 APU留学生 ブッディーさん
（スリランカ）
17日 内部卓話 是永潤一会員
24日 内部卓話 石部幸二会員

平成２３年

２月１０日

の記録

鐘

 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト

ブッディーさん（スリランカ出身 APU 国際マネジメント学部 4 年生）

 ビジター

川野一昭君（豊後高田RC）

会 長 の 時 間

津々良洋一会長

先日例会で話をしたと思いましたら、あっと

多い時間を３分と思いこむそうです。この現象

いう間の今週の例会で、もう１週間経ったのか

の一番簡単なこの説明としては、一年の長さを、

と思うのですが、一般的に年をとるにつれ時間

自分の生きてきた人生全体に対する割合で説明

が短く感じられるようになるとよく言われてい

するものです。一年は、一〇歳の子供にとって

ますが、あまりもの速さに最近ちょっと不安に

は、自分の人生の一〇分の一だけれど、六〇歳

感じましたので調べました。

の人にとっては、人生の六〇分の一にすぎず、

実際心理学的にも、同じ３分間を目をつぶっ

だから、六〇歳の人の一年は短いのだというも

て計った時、子どもは３分より短く、年をとる

のですが、少しアバウトすぎるように思います。

につれ、長く見積もるそうで、実際の３分より

記憶することが少なくなるからだとする説も
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あります。人間は、子どもの頃から様々な事柄

の約1.8倍弱、人口約2000万人です。少し勉強

情報を記憶しますが、この記憶を固定させるの

いたしました、ブッディさん卓話宜しくお願い

に多くの時間が必要になり、時間のたつのが遅

いたします。

く感じ、大人になると、過去に記憶した経験則
ばかりとなり繰り返しが多くなり、新規に記憶
する事柄が激減し、このため、記憶の回数が減

幹 事 報 告

り、時間が短く感じられ時間の経過が早く感じ

１．来信

幡手一義幹事

るようになるというものです。（覚える回数が

1)ガバナー月信 第８号；配布

減って直接時間が短く感じられるようになるの

2)第2730地区 伊藤ガバナー、ガバナー事務

ではなく、この記憶振り分けの回数が減り、時

所より「奄美豪雨災害義援金の御礼」；回覧

間のカウントが減ることにより、すなわち心理

3)ガバナー事務所より「2011～12年度ロータ

的時間が遅くなるということです）経験したこ
とがあると思いますが、新しい職場や、新しい
仕事をはじめれば、新たな人間関係に気を使っ
たり、その仕事のコツを飲み込むまでは、時間
の過ぎるのが大変遅く感じることが確かにあり
ました。
他には、私の昔からの持論とも一致しますが、

リークラブ役員情報の更新について」
4)ガバナー事務所より「地区大会展示用週報
送付のお願い」
5)ロータリーの友事務所より「2011-12年度
ロータリー手帳購入のご案内」
6)宇佐市より「寄付の御礼」；回覧
２．例会変更

心拍数の違いによるものではないかという説、

別府中央RC：2/15(火)の例会は

大人と子どもの心拍数の違いからくるもので、

別府北RC：2/16(水)の例会は

子どもは大人に比べて心拍数が多いため、行動

別府東RC：2/17(木)の例会は

のテンポが早く、その分一日一日が長く感じら

別府RC：2/18(金)の例会は

れるが、年を取ってくるにつれて心拍数が減っ

2/19(土)15:00～合同例会、16:00～IM「ホ

てきて、ペースがゆっくりになってきくるので、

テルサンバリーアネックス」に変更；

時間の流れが早いように感じてくるというもの

合同例会ならびに大分県第３分区ＩＭの為

です。

別府東RC：2/24(木)の例会は、同日18:30～

ということで諸説あるようですが、人と人と

「ホテルサンバリーアネックス」に変更；

の関係は、やはり時間です。時間を掛けること

RI3660地区ニュー釜山港RCとの友好クラ

により、より理解を深めることができるといえ

ブ再締結調印式の為

ます。皆様大変お忙しい中にも、こうした例会
で共有した時間にこそ、その意味があるように
も思います。ということでこの話は終わり、話

３．週報受理
佐伯MARINERC
４．理事会報告

は変わりますが、本日卓話は、スリランカご出

1)豊後高田ロータリークラブの創立50周年

身のAPU学生のブッディさんです。スリランカ

（3月26日(土)）については、全員登録と

とは良く耳にする国ですが、さて何処にあった

致します

のかな思い起こせば、判らないので調べたとこ

2)２月のプログラムについて

ろ、インドの右下にある島で、我々が子どもの

10日

外部卓話

APU留学生 ブッディさん

頃、習った社会では紅茶で有名だったセイロン

17日

内部卓話

是永潤一会員

島でした。正式名称はスリランカ民主社会主義

５．お知らせ

共和国、大きさは65610km2結構大きくて九州

なし

ランカの首都は皆さんご存知ですか？以前はコ

６．欠席連絡

ロンボと言いましたが、「スリ・ジャヤワルダ

岩井謙次会員、和田久継会員

ナプラ・コッテ」というのが正式な首都名です。

７．本日の当番
磯永喜八郎会員、臼杵

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

確会員

皆さん、こんにちは。ス
リランカから来ましたブッ

ス マ イ ル カ ― ド

藤本博和委員長

ディーといいます。ＡＰＵ

津々良洋一会長：スリランカご出身のブッディ

で国際マネジメントを勉強
して、もう3月に卒業する

ーさんようこそいらっしゃいました。
藤林鋭司会員：ブッディーさんようこそ卓話宜

予定です。その後はＡＰＵ

しくお願いします。ワイン愛好会で石部会員

の大学院に入って2年間マネジメントの勉強を

他参加された方々に大変お世話になりまし

します。今日はよろしくお願いします。
私は、2007年の春にＡＰＵに入学しました。

た！
末宗為十会員：お久しぶりです。

なぜ、日本、ＡＰＵを選んだかと言いますと、

是永潤一会員：ブッディーさんお話を楽しみに

日本は私の家族にとっては新しい国ではありま
せんでした。私の兄もＡＰＵで勉強していまし

しております。
藤本博和会員：先週は山井先輩、藤林さん例会

たので、日本のことはよく兄から聞いていまし

段取りありがとうございました。ブッディー

た。それで、私も自分の将来や夢のためにＡＰ

さん卓話よろしく。

Ｕがいいと思いました。そして、私の母の妹が、

本庄伸子会員：今日はおもしろい心理テストを

とをよく聞いたり、日本の食べ物を食べたりし

みつけたので紹介します。
廣瀬辰彦会員：所用のため、早退させて頂きま

ていました。子供のころからハローキティが一
番好きなキャラクターです。よく聞いたことが

す。
臼杵

日本人と結婚したので小さいころから日本のこ

確会員：職業奉仕のため早退いたします。

松永忠明会員：職業奉仕の為早退します。

ニコニコ累計

３４３，０００円

あるし、安全だし、人々の心も非常に温かいし、
勉強も助けていただきました。もうひとつ、Ａ
ＰＵを選んだ理由が、自己資金で勉強したかっ
たので日本ならアルバイトしながら勉強できる
と思ったことです。
別府に来てみて、人々もすごく温かく、それ

外 部 卓 話

ほど驚いたことはありませんが、温泉にはいる

「スリランカについて」

ことが恥ずかしいし、ちょっと驚きました。Ａ

ブッディーさん（スリランカ出身）
APU 国際マネジメント学部

4年生

ＰＵに来て4年になりますが、まだ一度しか入
ったことはありません。それから、納豆はあま
り食べられませんが、日本の食べ物は好きです。

＜新開委員長より紹介＞
先ほど、会長からもご紹介がありましたが、
スリランカは以前はセイロンと呼ばれており、
「インド洋の涙」とか、「インド洋の宝石」と
言われることもあります。スリランカというの
は「光り輝く島」という意味だそうです。スリ

特にお刺身が好きです。
日本とスリランカは島国ですし、似ていると
ころもありますが、違うところも沢山あります。
日本人は、外国の人とか新しい人に温かいです
が、時々本当に感じたことを言ってくれないの
で分かりにくいところがあります。スリランカ

の人は、言いたい事はすぐにいいます。どちら

＜質疑応答＞

が良いか悪いかは言いたくないですが、違いが

ブッディーさんは何人ですか？

あります。

－私はシンハラ人です。仏教徒ですがまれにキ

皆さん、セイロン茶を飲んだことはあります

リスト教の人もいます。

か？セイロン茶はスリランカと呼ばれる前、セ
イロン島と呼ばれていたときに「セイロン島の

温泉に入るのが恥ずかしいとのことですが、そ

紅茶」として有名になりました。美味しいし、

ういう習慣がないからですか？

私も大好きです。

－いいえ、個人的な理由です。恥ずかしいから

スリランカは九州より少し大きく北海道より

です。あと、お湯が熱いです。

少し小さい島国です。日本に来て初めて別府で
雪を見ました。スリランカには雪は降りません。

言語はシンハラ語とタミール語とありますが、

1年中暖かいです。26～27度くらいで暑くなっ

違いますか？

ても32～34度くらいです。でも、スリランカの

－ぜんぜん違います。シンハラ語はスリランカ

真ん中付近は山になっていますので、少し寒く

だけですが、タミール語はインドでも使われ

紅茶の葉ができます。

ます。また、文字がぜんぜん違います。日本

スリランカでは、2009年まで戦争がありまし

でよく皆さんに書いてあげると驚かれます。

た。スリランカの政府と反政府組織LTTE（タ
ミル・イーラム解放のトラ）です。タミール語

テレビは何語ですか？

とシンハラ語、英語を話す人がいます。仏教徒

－色々なチャンネルがあります。シンハラ語の

のシンハラ人とヒンドゥー教のタミール人、イ

チャンネルやタミール語のチャンネル、同じ

スラム教のムスリム人がいます。シンハラ人が

番組を別の言語で時間帯を変えたりすること

70％くらいです。戦争の理由は、25％くらいの

もあります。大体、私たちはそれぞれシンハ

タミール人のためにテロリストがやっていると

ラ語と英語、タミール語と英語、をしゃべり

言いますが、そうではないです。色々な民族が

ますので英語も母国語のように話します。

住んでいますから、政府にも色々な人がいいま
す。それほど厳しい状況ではありませんでした

主食は米ですか？

が、そのように言われるようになりました。30

－はい、日本と少し違いますがお米を食べます。

年くらいスリランカの北のほうは安全な状況で

そして、だいたいお米とカレーを食べます。

はありませんでした。時々、コロンボにも大き

カレーはなんでもカレーに出来ますから、肉

な爆撃があり、子供の時には怖いこともありま

や野菜、魚などそれぞれのカレーを作って何

した。両親も私が学校から帰って来られないの

皿も食べます。インド風の食べ物も多いです。

ではないないかと思っていた日があったそうで
す。2009年にテロリストのリーダーが負けまし

スリランカから日本まで飛行機で何時間かかり

たので（LTTE側もセルバラサ広報委員長が事

ますか？

実上の敗北宣言である戦闘放棄声明を発表し

－コロンボからシンガポールかタイペイかホン

た）、今はちょっとずつ平和になっています。

コン経由で福岡まできます。

すごく綺麗な国ですから、

成田だったらダイレクトで9時間くらいです。

皆さんも旅行に来てくだ
さい。

ご飯などは手で混ぜながら食べている様子をテ
レビでよく見ますが？

－はい、手で食べます。箸は使いません。ナイ

ましたが、卒業後は公文に就職しました。今

フ、フォーク、スプーンは使います。右利き

も公文にいますが、1年半前からシンガポー

の人は右で食べます。

ルのオフィスで働いています。私も卒業後は
日本の会社で働きたいです。奨学金など色々

学校の形態（年数）は日本と同じですか？

な恩返しをしたいです。絶対に日本に残りた

－同じではありませんが、小学校が5年間、高

いということではなく、別な国でも日本の会

校が3年間、残りが中学校ですが、ジュニア

社で仕事をしたいです。国に帰りたいと思い

スクール、セカンダリー、ハイスクールと続

ますが、お金もかかるしすごく遠いの

きます（5・4・2・2制。初等教育5年、前期

で・・・。両親も子供が二人とも外国にいる

中等教育4年の後、2年の後期中等教育、高校

ので寂しいと思います。出来るだけ両親に近

2年間）。全部で13年半くらいになります。

いところに行きたいと思います。

刺身が好きということですが、スリランカにも

刺身以外に好きな食べ物はありますか？

そういう食習慣がありますか？

－大体なんでも好きですが、ＡＰＵで茶道を習

－スリランカは果物だけしか生食はしません。
私は日本に来て好きになりました。

ったときに出てくるお菓子がとても美味しか
ったです。そして、茶道のお客さんをもてな
す心が素晴らしいと思います。

アルバイトはなにをしましたか？ご両親からの
仕送りは？

日本語でしゃべること、聞くこと、書くこと、

－ほとんどは英会話を教えていました。ＡＰＵ

どれが一番得意ですか？どの順番でできるよう

の学食やマクドナルド、工場にも行ったこと

になりましたか？

があります。日本に来て最初の学期の学費は

－どれも得意ではありませんが、漢字を書くよ

親に援助をしてもらいましたが、その後は奨

りも話すほうが得意かなあと思います。それ

学金などで半分をもらい、残りの半分と生活

も、アルバイトに行って覚えたので、あまり

費は自分で頑張って稼ぎました。両親は写真

綺麗な日本語ではないです。漢字が一番苦手

関係のビジネスをしていますが、大変なので

です。漢字を覚えても意味が分からないこと

自分で頑張っています。

もありますし、意味を覚えても書き方を忘れ
ることがあります。聞くのは、ゆっくり話し

日本の仏教とスリランカの仏教のちがいは？

てもらえれば、80％くらい分かりますが、テ

－月に1回仏教の休みの日があるのでお寺に行

レビなどでは早くしゃべるので30％くらいし

きます。誕生日にも行きますし、試験前や心
配事がある時にも行きます。
叔母さんが日本人と結婚したきっかけは？また、
ＡＰＵ卒業後はどうされますか？
－叔母さんは1986年にミス・スリランカになり
ました。それで、詳しいいきさつは知りませ
んが、日本に来るようになって、ＪＡＬで仕
事をしました。そこで出会って結婚したそう
です。兄はＡＰＵができてすぐに学生になり

か分かりません。

出 席 報 告

＜後日のメールより＞
２月１０日に参加したイベント（例会）は私
にいい思い出になりました。４年前APUに入学
して勉強始まった時、日本語の能力もたりなく
て、国と家族から離れて、アルバイトをしなが
ら自己資金で勉強するのが大変だと感じました。
今まで４年間で勉強したことで、自分が思った
より様々な経験を作ることができたと思います。
別府市の人々が私の人生に大変助けていただき
ました。いつでも私が困ったとき、日本の友達
や仕事であった人々からいつもモーチウェーシ
ョン（モチベーション）を頂きました。
APUで４年間勉強をでき、様々な国から来て
いる、ユニークな経験を持っている人々と交流
ができ、新しいことをたくさん勉強になりまし

出口幸太郎委員長

第2143回（2月10日）
会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

29 名
0名
25 名

（ 内 事 前 MU）

0名

欠

席

数

4名

出

席

率

８６．２１％

欠席者
岩井謙次会員、辛島光司会員、中村明美会員
和田久継会員
※出席率の更正
◎2月3日の出席率は2名のメークアップ
により79.31％→８６．２１％に更正
事後MU 末宗為十会員（宇佐八幡RC）
藤本博和会員（中津中央RC）

た。学生時代に勉強以外のことにも参加できて、
日本人や様々な人々から大事なことをたくさん
勉強できました。このイベントにも私の経験や
国のことをたくさんお話ができまして、私もお
客さんもお互いにいい経験になったと思います。
今回私の話を聞いていただいた皆さんに心か
らお礼を申し上げます。お互いに私の話からも
皆さんの話からもいろいろ新しいことが勉強で
きてとてもいい機会だと思います。私の下手な
日本語を聞いていただいた皆さん、ありがとう
ございました。皆さんの質問はとても感動しま

1905年2月23日は、ポール・ハリス、
ガスターバス・ローア、シルベスタ
ー・シール、ハイラム・ショーレーの
4人がシカゴで初めて会合を開いた日
で、この日はロータリーの創立記念日
です。よって2月は「世界理解月間」
と指定されています。

した。日本に来てから４年間私の成長に手伝っ
ていただいた皆さんに心の感謝を申し上げます。
点鐘

ありがとうございました。

発行

近隣ロータリークラブ例会案内
■火曜日···········豊後高田

12:30～

ひまわり荘

中津中央

12:30～

グランプラザ中津ホテル

■水曜日···········くにさき

12:30～

いこいの村国東

津

12:30～

グランプラザ中津ホテル

宇佐 2001

19:00～

リバーサイドホテル宇佐

■木曜日···········中津平成

12:30～

グランプラザ中津ホテル

12:30～

パストラル三河苑

中

杵

築

※第 1 例会日のみ 18:30～
■金曜日···········宇佐八幡

12:30～

リバーサイドホテル宇佐

平成２３年２月１７日

