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１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．外部卓話 APU留学生 ヌーレンさん
６．出席報告
（バングラデシュ）

 点

長

津々良

洋

一

幹

事

幡

手

一

義

編

集

本

庄

伸

子

＊３月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （3月10日）
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３月

APU留学生 ニールさん（ネパール）
APU留学生 ヌーレンさん（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）
髙橋和治会員
地区大会の報告
19:00～米沢観光園

３日

の記録

鐘

 ソ ン グ

君が代、奉仕の理想

 ゲ ス ト

APU留学生 ニール プンさん（ネパール）

 ビジター

弓永永輝君（豊後高田RC）、久本秀子君（宇佐八幡RC）

会 長 の 時 間

津々良洋一会長

昨夜久しぶりに車を運転して出ましたが、ス

ビーコンにて地区大会です。そして、26日豊後

タンドの前を通ると、とうとうガソリンの方も

高田の50周年記念、直接関係は私にはありませ

140円台を突破したようで、この景気低迷の中、

んが末宗次期会長におきましては19日20日が

大きく家庭財政に響きそうな状況ですが、ロー

PET、そして、14日長洲中学「先輩に学ぶ授

タリーでは、いよいよ3月突入です。今月は年

業」、未定ですが、柳ヶ浦高校IAの卒業式も行

度末にもかかわらず、ロータリー行事が目白押

う必要がありますし、あと（これは自由参加で

しです。

すが）ワイン同好会。私も時間の関係上、全て

事務局秋野さんにより先週予定を教えていた
だいていましたが、まずは、12日、13日が別府

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

は参加できないかも知れませんが、皆様お時間
許す限りご参加の程お願い申し上げます。

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市大字江須賀2999番地の2 株式会社ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０
http://www.usa-rotary.com/

話はかわりまして、本日卓話は、新開プログ

のヒートアップが予想されたこと、などがある。

ラム委員長の取り計らいにより、ネパールから

こんな観光価値のある山ですので、中国側が

の留学生で、APUで学ばれていますニール・プ

見逃すわけがありません、チベット自治区内の

ンさんをお迎えし、卓話をお願いしていますの

エベレスト山（中国側呼称はチョモランマ）付

で、ネパール少し紹介いたします。正式にはネ

近に7170万ドル（約67億円）を投じて空港を建

パール連邦民主共和国といい、首都はカトマン

設しており、登山者の便宜を図ると共に、歴代

ズ、総人口29,331,000人（約3000万人）、面積

のパンチェン・ラマが居住したタルシンポ寺を

2

2

140,800km （日本本州は228,000 km ）、北はチ

中心とした観光ためのチベット自治区内で5カ

ベット、南はインドに隣接し、北部には8000m

所目の民間航空用空港で、年間23万人の利用を

級の高峰を含むヒマラヤ山脈が存在し、ネパー

見込んでいるそうです。

ルと聞けばエベレストのある国といった第一印

登山家の野口建も驚いていますが、この中国

象ですが、（ネパール語）ではサガルマータ

側のエベレストの観光開発で、久しぶりにチベ

「世界の頂上」という意味で、（チベット語）

ット側からエベレストに挑んだとき、かつては

ではチョモランマ、「大地の母神」という意味

悪路を何度もタイヤをパンクさせ、悪戦苦闘し

らしいのですが、1865年、エベレストは英国イ

ながらめざしたラサからベースキャンプまでそ

ンド測量局長官のジョージ・エベレストに因ん

のほぼ大半が真っ黒なアスファルトによって舗

でつけられたそうです。

装されており、さらに驚いたのがベースキャン

この山そこら辺の山と違い、誰でも登れるわ

プに巨大な駐車場ができていて、観光バスがズ

けでなく、登山料は最も安いルート（ノーマル

ラリと並んでおり、登山隊ではなく一般の観光

ルート）で＄25,000（日本円220万円位）、こ

客がわんさか押し寄せており、そしてお土産屋

れには団体割引が有り最大7人参加で＄10,000

さんや飲食店で賑わう。バーまであり、しかも

（90万円位）になるそうで、2年間有効、キャ

女性付き、いわゆるキャバクラ的なものもあり、

ンセル時は返還なしだそうです。また、簡単に

そして心底あきれ果てたのが連れ込み宿の存在。

は登らせてくれず、世界からこの山目指す方は

中国登山協会がベースキャンプを管理している

ワンシーズン数千人といわれていますが、遭難

ので、これがベースキャンプかと質問をぶつけ

者も多く登山ルートには、随所に遭難者の遺体

れば、「北京オリンピックに向けて行なわれる

が凍結放置されており、その数120体。また、

聖火リレーの聖火をエベレストの山頂にまで上

遭難死の7割は下山時に発生しているそうです。

げることにし、世界中のメディアがこのベース

こんな厳しい山でも最高齢ではネパール人ミン

キャンプに殺到する。中国は近代化されたエベ

バハドゥル・セルチャン76歳、75歳の三浦 雄

レストを世界にアピールできる」と意気揚々と

一郎、最年少では13歳（2010年5月22日米ジョ

話していたとのことです。つい山の話ばかりに

ーダン・ロメロ）、近年では年齢制限が出来、

なりましたので、話は戻りますが、ネパールの

ネパール側の登山ルートは成人（16歳以上）の

外交の基本方針は非同盟中立であり、また、隣

み登山ができる年齢制限がかかっており、2010

国のインドと中国と深い関係を持っている。条

年9月より中国側登山ルートによる登山が18歳

約により、インドとネパールの国民はビザなし、

から60歳に年齢制限がかかる。このため、2010

パスポートなしで両国を行き来でき、また、ネ

年6月現在の最年少登頂者（13歳）の記録を更

パール国民はインドで自由に働くことができる。

新するのは不可能になる。制限導入の背景は、

しかし印中関係は良好といえず、この関係に翻

従来より若年層による登山にはより大きな危険

弄されていると言える現状のようです。

が伴うと批判が出ていたこと、最年少記録更新

幹 事 報 告

幡手一義幹事

１．来信
1)ガバナーエレクトより「2011～2012年度

24日

内部卓話

地区大会の報告

31日

花見例会

19:00～米沢観光園

５．お知らせ
1)ワイン愛好会と花見例会の出欠を回覧致し

地区協議会開催のご案内」；回覧

ます。

4月17日(日) 10:00～16:30
熊本市 崇城大学にて。登録締切 3/23(水)
2)次年度地区インターアクト委員会より「イ

2)半期の決算報告書を配布致します。
６．欠席連絡

ンターアクトクラブ に関するアンケート」

岩井謙次会員、砂山正則会員、藤林鋭司会員

3/11(金)まで

松永忠昭会員

3)大分中央RCより「創立30周年記念式典の

７．本日の当番
是永潤一会員、佐藤憲三郎会員

御礼」；回覧
２．例会変更
大分RC：①3月8日(火)の例会は、同日18:30
～「オアシスタワー」に変更；新会員歓迎
夜の例会の為

藤本博和委員長

３月のお祝い

②3月29日(火)の例会は、
〈本人誕生日〉

定款第6条第1節に基づき休会
大分南RC：3月11日(金)の例会は、同日12:30
～「㈱ジョイフル本社」に変更；職場訪問
例会の為

ス マ イ ル カ ― ド

②3月25日(金)の例会は、同日

18:30～「ちさと」に変更；お花見例会の

新開洋一会員、砂山正則会員、本庄伸子会員
〈配偶者誕生日〉
小野田義文会員(由美子様)、河野千佐子会員(英敏様)
末宗為十会員(美智子様)、津々良洋一会員(圭子様)
〈結婚記念日〉藤林鋭司会員

為
大分城西RC：3月23日(水)の例会は、同日
18:30～「てつ」に変更；新入会員歓迎例
会の為
大分東RC：3月24日(木)の例会は、同日18:30
～「ウエダ」に変更；夜の例会の為

②3

月31日(木) の例会は、定款第6条第1節に
基づき休会
湯布院RC：3月9日(水)の例会は、3月12･13日
「ビーコンプラザ」に変更；地区大会出席
の為
（お祝い）

３．週報受理
宇佐2001RC、杵築RC、中津平成RC

とうございます。

４．理事会報告

小野田義文会員：結婚してまだ2～3年のような

1)３月のプログラムについて
3日

外部卓話

APU留学生

ニールさん
（ネパール）

10日

外部卓話

APU留学生

ヌーレンさん

（バングラデシュ）
17日

内部卓話

津々良洋一会長：妻圭子の誕生日です。ありが

髙橋和治会員

気がします。
末宗為十会員：お祝ありがとうございます。
新開洋一会員：本人誕生日です。
本庄伸子会員：43年生まれの43才になります。
今年は語呂がよいです。誕生日は16日ですが、

プレゼントは3月いっぱい受け付けます。
（ニコニコ）

といいます。
ネパールの都市ルンビニーで生まれました。

久本秀子君（宇佐八幡RC）：宇佐ロータリー
クラブの雰囲気を感じて帰ります。
末宗為十会員：今日は「ひな祭り」夜の食事が
楽しみです。

Mt. エベレストについて聞いたことがありま
すか？世界での最も高い山です。
－ネパールにあります。

是永潤一会員：ひな祭り桃の節句女性会員の方

（チョモランマ（チベット語

台地の母神

を祝福いたします。ニール・プンさん卓話楽

という意味）、サガルマータ（ネパール語

しみにしております。

世界の頂上という意味）、珠穆朗瑪峰また

藤本博和会員：ニール・プンさんようこそ宇佐

は聖母峰（中国語) は、ヒマラヤ山脈にあ

RCへ、いらっしゃいませ。山井先輩いつも

る世界最高峰の山。英名エベレストはイン

会場の準備ありがとうございます。

ド測量局の長官を勤めたジョージ・エベレ

長浦善德会員：PTAのため早退します。

スト (George Everest) にちなむ。インタ

ニコニコ累計

３６２，５００円

ーネットより）
次に、日本に来てからの自分の経験について
話します。私は、日本に来て、初めて日本語を

外 部 卓 話

勉強しました。ほんとに難しかったです。ひら

「ネパールについて」
ニール プンさん（ネパール出身・APU）
皆さん、こんにちは、ニ
ールと申します。ネパール

がなとカタカナを勉強するのは簡単ですが、留
学生は、漢字を勉強するのはかなり難しいと思
います。
日本に来てほんとにびっくりしたのは温泉で

から2008年にまいりました。

す。日本人は温泉に入る時何も着ないで入りま

今日、よろしくお願いいた

す。ネパールにも温泉はあるけれど、ネパール

します。

人は温泉に服を着て入ります。そして、ネパー

今日は、最初ネパールに
ついて、次に日本に来てからの経験について、
そして最後にネパールと日本の違いについて話

ルでは生魚を食べないので、初めてすしを食べ
た時もびっくりしました。
日本に来て困ったことは、一年生の時に東京
へ旅行に行った時のことです。私は、東京で友

したいと思います。
皆さん、ネパールはどこにあるかを知ってい

達に会うために電車に乗りましたが、間違って

ますか？南アジアの国です。ネパールという国

他の駅に降りました。その時、日本語が下手で

は、中国とインドの間にある国です。首都はカ

駅員にどうやって聞いたらよいか分かりません

トマンズです。そして、人口は約3000万人です。

でしたので、友達に電話をしました。そして、

主要な言語はネパール語です。でも、国で話

結局私が電話をかけたその友達が、電話で駅員

されている言語は100以上あります。
主な宗教は、ヒンズーと仏教です。

と話して、私は助けられました。
最後に、ネパールと日本の違いについて話し
たいと思います。ネパールの社会人は朝10時か

仏教の創設者のお名前を知っていますか？
－ ゴ ー タ マ ・ シ ッ ダ ル タ Siddhartha
Gautama（仏陀

お釈迦様の最初の名前）

ら午後4時まで働いています。一日だいたい7時
間ぐらい働いています。日本の社会人は、本当
に長時間働いていることを先輩から聞きました。

ネパールと日本の両親を比べると、ネパール

のスカラシップ（奨学金制度）にエントリー

の両親のほうが厳しいと思います。例えば、ネ

しました。ですから、それまでは何も知りま

パールでは何でもする前に両親から許可を得な

せんでした。

ければなりません。また、ネパールでは、子供
が夜遅くまでカラオケに遊びに行ったり、出か

ネパールの気候はどんなかんじですか？寒いで

けたりするということは許されないと思います。

すか？暖かいですか？

日本の両親は優しいと思います。
私は、日本にいる三年間の間にいろいろな経

－

場所によって違います。山の上は一年中

寒いです。南のほうはとても暑いです。

験をすることが出来て本当にうれしいです。
ありがとうございます。

ネパールの挨拶は何種類もありますか？日本の
ように「おはよう、こんにちは、こんばんは」

＜質疑応答＞
ダライ・ラマがいるのは隣の国ですか？
－

はい、チベットです。

中国から侵略されているようですが、ネパール

といいますか？
－

ネパールにも日本のように挨拶が何種類

もありますが、普通は「ナマステ」の１種類
だけ使っています。

はそういうことはないですか？
－

全くないです。中国と仲が良いです。で

も、ネパールから中国に行くときにはビザが

学校を卒業したら日本に残りますか？ネパール
に帰りますか？

必要です。ネパールからインドに行くときは、

－

ビザは必要ありません。

Ｇ Ｏ （ 非 政 府 組 織 Non-Governmental

私は卒業したらネパールに帰ります。Ｎ

Organization）か、ＩＮＧＯ（非政府組織国
ネパールの教育制度は、日本と違いますか？
－

だいたい日本と同じです。小学校が５年

際 機 構 International

Non-Governmental

Organization）で働きたいです。

間くらい、中学校が４年、高校が３年です。
ネパールの特産品、輸出品は何ですか？
ネパールで、日本のアニメーションはどのくら

－

いありますか？また、どうやって日本のことを

ナ（カシミヤ繊維等を糸に紡ぎ、織り上げた、

知って、来る様になったのですか？

ネパールやインドで伝統的に作られてきたス

－

日本のアニメーションはとても有名です。

私の弟は、今「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－」

大体洋服などです。また、このパシュミ

トール・ショールおよびその素材）もそうで
す。

（岸本斉史による日本の漫画作品。またはこ
れを原作とするアニメ、ゲームなどの作品。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて1999年

砂漠はありますか？
－

ないです。

43号から連載中。単行本は2010年11月時点で
53巻まで発刊中。）を見ています。

ネパールでは仏教とヒンズー教の割合はどのく
らいですか？

日本に来る前は、日本のことは何も知らず、

－

全ては日本に来てから知りました。ＡＰＵの

す。普段は、仏教とヒンズー教の区別はしま

ことは先輩から教えてもらいました。ＡＰＵ

せん。どちらのお寺や神殿にもお参りします。

ヒンズー教が80％、仏教は15％くらいで

国名

ネパール

正式国名

ネパール連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Nepal

国旗

形は、古代ヒンドゥーの神々によって使われた三角形を模したもの。中に描かれて
いる月は平和を、太陽は光を、赤はネパールの国の色、青は海と空を表している。

国歌

「何百もの花束」
王室を讃える旧国歌が2006年5月に廃止された後、2007年4月に新しく制定された。
作詞は詩人のビャクル・マイラ。

面積

14.7万km2（北海道の約1.8倍）

人口

約2589万人（2006年）

首都

カトマンズ（カトマンドゥ）

元首

ラム・バラン・ヤダブ大統領

政体

連邦民主共和制

民族構成

パルバテ・ヒンドゥーと呼ばれるインド・ヨーロッパ語系がほぼ半数、そのほかチ

Kathmandu

ベット・ビルマ語系の諸民族など30以上の民族。
宗教

世界で唯一ヒンドゥー教を国教としていたが、2006年5月18日、世俗国家に転換す
ることが決定された。ヒンドゥー教と仏教が混在し、見事な調和を保っている。

地図

出 席 報 告

出口幸太郎委員長

第2146回（3月3日）
会 員 総 数

29名

（内出席免除）
出

席

0名

数

24名

釈迦立像

（ 内 事 前 MU）

2名

欠

席

数

5名

出

席

率

８２．７６％

事前MU
岩井謙次会員（豊後高田RC）

サガルマタ
（エベレスト）

藤林鋭司会員（大分中央RC30周年）
欠席者
河野千佐子会員、砂山正則会員、中村明美会員
松永忠昭会員、米澤哲也会員
※出席率の更正
◎2月24日の出席率は2名のメークアップ
により65.52％→７２．４１％に更正
事後MU
岩井謙次会員、米澤哲也会員（宇佐八幡RC）
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