
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１３年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８４６回例会 
(１月２１日(月)第２例会) 
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１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． ロータリー情報アワー  

５.  会長の時間 

６． 幹事報告 

 ７． 委員会報告 

 ８． 交換留学生受入れについて 

 ９． 卓 話 

    「マレーシアについて」 

     米山奨学生 アリプ，ロサリナ・イルマ さん 

１０． 点 鐘 

〈米山奨学生〉アリプ，ロサリナ・イルマさん               桐生災害支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 宮地 由高 様

 

ロータリー情報アワー  Ｒ情報委員長 山﨑一順君 

ロータリーの徽章(職務、身分または名誉を表す為に衣

服、帽子、提灯などに付ける印(広辞苑))の歩み 

 世界中のロータリー組織を象徴する為に考案された

歯車は 1905 年(明治 38 年)ロータリー誕生の年に生ま

れている。ロータリー最初のクラブ彫刻家であったモン

タギューＭ、ベアが簡単にして、かつ素朴な形の車輪を

描いて、これをクラブに持参し提供したことに始まる。 

創設者ポール・ハリスは、モンティーに対し幾つかの試

案の提示を求めた結果、ポールはじめ一同が一致して

賛成したのが、この車輪であります。つまり、車輪は皆に

親しまれた象徴であり、車輪は第一回転するからであり

ます。これが今日、色々な所で使用されている歯車の始

まりである。モンティーの考案の車輪は、その後幾多の

改良が行われ、モンティー・ベア自身、さらに車輪の下

の部分に、雲のようなデザインを加えた。しかし、その後、

幻燈のスライド製作者であるロング・トム・フィリップは雲

の部分をさらに広げてその上にリボンをつけ、これにロ

ータリークラブの文字を入れた。つまり車輪が現実に動

いている体裁を整えたデザインにした。この間、色々な

クラブで、車輪を取り入れて独自の徽章を考案使用して

いた。1910 年に 16 のクラブが連合して新しいナショナ

ルアソシエーションを組織したが、定款、規定に忙しく徽

章に触れる余裕がなかった。 

1912 年ドルースで連合大会を開催するに当たり、全クラ

ブに車輪を基本とするデザインを考案するように呼びか

けた。かくして、ドルースの大会においてロータリーは名

実ともに国際的になったが、ロータリーは、ここで初めて 

 

 

ローヤル・ブルー（濃青色）と金色の歯車を正式の徽章

として、制定した。しかし、その後専門家から、この歯車

は技術的に不完全であり、このままでは動かないとの注

意が出たので、2 人の技術者からなる委員会が任命さ

れ、技術的に正確に動く歯車が検討された。 

この委員会が考案したデザインは 1920 年正式に採用

公布となり、これが今日われわれが親しんでいるロータリ

ー・マークであるが、ただ、ひとつだけ違いがある。それ

は、前記２人の委員が楔穴（Key way）を見落としたこと

で、これがないと歯車は車軸からの力を伝えることがで

きなくて遊んでしまうわけである。かくして楔穴も付け加

えられて、歯車は休止することなく今日まで回転し続け

ているのである。 

この歯車に国際ロータリーとしては、一般的な解釈以外

に何か特別の意義を持たせているのではないかと、よく

問題になるが、公式にいって何もない。しかし古来幾千

のクラブが歯車の 6 つの輻と 24 の歯に特別の意義を見

いだしている。  

○ロータリーの徽章の使い方 

色使いや楔穴が削除されているなど、いろいろな間違

いがあります。ロータリーの徽章は世界各地でクラブと

その会員を表す唯一の標章です。公共イメージにおい

て重要な役割を担う徽章は、常に正確で、歯車の一部

を切り取ったり、変形したり、回転させてはならないとあり

ます。色は、ロータリーの公式色であるロイヤルブルーと

金色を用います。また、「ROTARY INTERNATIONAL」

という語を削除したり、ほかの語と入れ替えたりすること、

あるいは楔穴を削除したり塗りつぶしたりすることも許さ

れません。 「ロータリー」という名称を正しく用いることも

ようこそビジター 



 
重要です。「ロータリー」の名称が単独で使用される場

合、これは国際ロータリーを示すものとされます。明確に

わかるように、プロジェクトの名称、ウェブサイトのドメイン

名には必ず提唱クラブ、地区、そのほかのロータリー組

織の名称を用いる。 

   1910 年      1912 年      1920 年 

 

ものまねエンターテイメント 

コロッケｺﾝｻｰﾄのご案内 
 

                  桐生災害支援 

                   ボランティアセンター 

 

                     センター長 

                      宮地 由高 様 

 

４年以内に 70％の確率で発生すると、今年１月２３日の

読売新聞に載っておりました、首都圏直下型地震等に

備え、災害が起きた時に、速やかに資金を必要とする

県内の社会福祉協議会やボランティア団体に災害ボラ

ンティア活動のための初動資金を提供することで、群馬

県の災害ボランティア活動を活発化することが必要です。

※桐生は、初動資金があったので、発生３日後には、炊

き出しを派遣、以後 19 回(10,070 食)を行いました。又、

117 回(3,820 人)の泥かきボランティアも派遣しました。こ

のことは、桐生災害支援ボランティアのＨＰに報告、掲

載してあります。(泥かきボランティアは現在も継続して

実行中です)そこで「群馬災害ボランティア基金」を作る

為に、チャリティーコンサートを開催し、その収益の全額

を「基金」に寄付し積立ます。この基金は、群馬県社会

福祉協議会が管理致します。また、この事業は、「新し

い公共支援事業、地域作り協働モデル事業」に認定さ

れ「ポスター、チラシ、チケットの印刷費と会場費」に対し、

国からの補助金を頂きました。  

 

ものまねエンターテイメントコロッケコンサート 

2013 年 2 月 3 日(日) 

       桐生市市民文化会館シルクホール 

                開   演  ①午後 2 時 30 分 

                        ②午後 6 時 

                全席指定 Ｓ席 6,000 円 

                       Ｂ席 5,000 円 

 

 

   

 

 

 

 

会長の時間 

昨今、大変寒さの厳しい日が続いております。空気も乾燥

しており、風邪やインフルエンザが流行っております。一

口に風邪と言っても通常の風邪とインフルエンザでは異な

り、その違いに注意しなければなりません。通常の風邪と

は、アデノウイルスやコロナウイルスなど 40 種ほどのウイル

スが原因で起こることを言います。一方でインフルエンザ

は、ご承知の通りインフルエンザウイルスが原因で起こり、

40 度にも及ぶ高熱や気管支炎などを患い、高齢者の方

や幼児が亡くなられるということもあります。予防としては、

ワクチンの接種が効果的であると言われますが、日常生活

においても十分に身体を休めることや睡眠を多く取ること、

外出時のマスク着用や手洗いうがいを良くすることが大変

重要であります。今後もこのような気候が続きますが体調

には十分に気をつけていただき、明るく楽しく元気よく過ご

していただければと思います。 

《報 告》 

・1/7 桐生商工会議所新春互例会 

・1/9 公益社団法人桐生青年会議所新年互例会 

・1/10 定例理事会 

・1/14 祝日(成人の日)の為、休会 

《予 定》 

・1/22 桐生 RAC 新年初例会、懇親会(幹事出席) 

 

幹事報告 

・疋田ガバナー事務所より 6/23～26 にリスボンで開催さ

れます国際大会での「日本人親善朝食会」のご案内

と 1/31(木)11：30～群馬テレビに薊勝君(桐生南 RC)

出演のお知らせが届いております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・桐生青年会議所より新年互例会のお礼状が届いてお

ります。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週

報到着。 

 

委員会報告 

出席委員会 

本日の出席(平成 25 年 1 月 21 日) 

総員 64 名：出席 43 名 

平成 24 年 12 月 17 日例会修正出席率：88.13％ 

ニコニコボックス 

北川洋君…サッカーの松田直樹ﾒﾓﾘｱﾙｹﾞｰﾑが前橋で

開催され無事盛大に終わりました／大友一之君…娘の

ｾﾝﾀｰ試験が無事終わりました。次は私大入試です。頑

張れ！／吉田栄佐君…母の葬儀で皆様にお世話にな

りました／吉田栄佐君…水越会員に大変お世話になり

ました／藤井征夫君…妻が前原勝良先生に大変お世

話になりました／村田勝俊君…サントス君のところに元

気な女の赤ちゃんが産まれました／松島宏明君、藤井
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米山奨学生 

アリプ,ロサリナ・イルマさんへ 

          奨学金授与       



 
征夫君、園田誠君…誕生祝／小島弘一君、山﨑一順

君、金子篤郎君、山口正夫君、吉田栄佐君、坪井良廣

君、岡部信一郎君、高橋昇君、岸田信克君、森末廣君、

吉野雅比古君、園田誠君、大友一之君、澤田匡宏君、

木村洋一君、月門快憲君、朝倉剛太郎君、高橋弘史君

…写真を戴きました。 

 

交換留学生受入れについて  地区幹事 松島宏明 

第 2840 地区において交換留学生交流事業を毎年実施

しておりますが、次年度においては桐生地区から２名の

交換留学生を送り出す為、交換として相手国から同数

の２名を受け入れることになりました。送り出す留学生が

樹徳高校の生徒である為、１名については桐生南ＲＣ

がホストクラブとして受け入れることが決定しております

が、もう１名については当クラブメンバーにおいてホーム

ステイ及びホストクラブとして受け入れて欲しいという要

望が地区委員会よりございました。つきましては、事前

にホームステイが可能な会員がいらっしゃるかどうかア

ンケート調査をクラブにお願いを致しましたのでよろしく

お願い致します。 

 

卓 話 
 

 

 

 

 

 

マレーシアを知ることは、マレーシアを愛することで､もあ

ります。マレー人、インド人、中国人、その他多くの民族

グループがともに平和に調和して暮らすマレーシアは、

にぎやかな人種と宗教のるつぼです。 

 その多文化的要素が、マレーシアを食べ物のパラダイ

ス、そして、何百種類ものにぎやかなフェスティバルの

拠点にもしています。マレーシア人が、お祝いごとや人

との触れ合いが大好きなのも納得です。マレーシア人

は、非常におおらかで、温かく、気さくです。 

 マレーシアは、多種多様な文化と同様、地理的に分

断されています。 

 マレーシア連邦は、半島マレーシアと、ボルネオ島の

サバ州およびサラワク州から構成されています。 

 北緯２度から７度の間に位置する半島マレーシアは、

南シナ海を境界線に、サバ州およびサラクワ州と隔てら

れています。 

北はタイ、南はシンガポールと隣接しています。サバ州

およびサラワク州は、インドネシアと国境を挟み、サラワ

ク州は、ブルネイとも隣合っています。 

マレーシアは、13 の州と 3 つの連邦直轄領から構成さ

れます。半島マレーシアの 11 の州と２つの連邦直轄領

（クアラルンプールとプトラジャヤ）で構成される地域と、

東マレーシアの２つの州と１つの連邦直轄領（ラブアン）

で構成される地域が、南シナ海を境界線として隔てられ

ています。 

国土 329,758 スクエアキロメートル 

人口 2,830 万人 

首都 クアラルンプール 

マレーシアは、年間を通して熱帯性気候です。気温は、

21℃(70℉) ～32℃(90℉)です。 

年間雨量は，2,000mm～2,500mm です。 

【民族】 

マレーシアでは、何世代にもわたり、マレー人、中国人、

インド人、その他多くの民族グループが、調和して暮ら

してきました。それらの人々のすべての文化が、互いに

影響を与え、真のマレーシア文化を形成しています。 

マレーシア最大の民族グループは、マレー人、中国人、

インド人のグループです。また、サバおよびサラクワには、

独自の文化と伝統を有する無数の先住民族グループが

存在しています。 

○マレー人 

今日、マレーシアの最大民族グループであるマレー人

は、マレーシアの総人口の 50％以上を占めています。

マレーシアでは、「マレー」という言葉は、イスラム及びマ

レーの伝統を受け継ぎ、マレー語を話し、マレー人を先

祖に持っている人のことを指します。ヒンズー教及び上

座部仏教からイスラム教への改宗は、1400 年代に始ま

りました。マラッカの王朝貴族の決定が大きく影響したこ

とによります。マレー人は、紳士的なことが有名です。ま

た、美術遺産が豊富なことでも有名です。 

○中国人 

二番目に大きな民族グループであるマレーシア中国人

は、人口の約 25%を占めています。そのほとんどが、19

世紀の中国人移民の末裔です。 

彼らは、勤勉で、ﾋﾞｼﾞﾈｽのセンスがあると言われていま

す。ペナン島の北部に多く住み、異なる中国語方言を

話す福建人と、首都クアラルンプールに多く住む広東

人、ジョホール州の南部に多く住む、北京語を話すグル

ープの 3 つの小グループに分けることができます。 

○インド人 

３つの主要民族グループの中で最も小さなグループを

形成するマレーシア・インドは、人口の約 10％を占めて

います。そのほとんどが、英国の植民地時代に南インド

からやってきた、タミル語を話す移民の末裔です。彼ら

は、インドのカースト制度から逃れ、より良い生活を送る

ためにマレーシアにやって来ました。ヒンズー教徒の多

い彼らは、装飾豊かな寺院やスパイスの効いた料理、

上質のサリーなど、華やかな文化を持ち込みました。 

○先住民族 

オラン・アスリは、半島マレーシアの先住民族の総称で

す。彼らは、ネグリト、セノイ、プロトマレ－の３つの主な

部族に分けることができます。通常、ネグリトは北部に、

セノイは中部、プロトマレ－は南部に居住しています。

各グループまたはサブグループは、独自の言語と文化

を持っています。漁業や農業、半遊牧生活などを営ん

でいます。 

○サバ 

最大の先住民族グループであるサバは、カダザン・ドゥ

スン、バジャウ、ムルッに分けられます。 

○サラワク 

サラワク州に住む人々は総称してダヤックと呼ばれ、主

にイバン、ビダユ、オランウルの民族グループで構成さ

れています。「ダヤック」とは、川の上流または内陸部を

意味する言葉で、沿岸部のイスラム系の住民が 200 以

上の部族グループをまとめてこう呼んでいます。多くの

人々は、伝統的なロングハウスに住み、20～100 世帯が

同居して共同体を形成しています。 

【宗教】 

イスラム教が国教であり、マレー系を中心に広く信仰さ

れている。中国系は仏教、インド系はヒンドゥー教徒が

「マレーシアについて」 

 

米山奨学生 

アリプ，ロサリナ・イルマさん 

 



 
多い。また、イギリス植民地時代の影響でキリスト教徒も

いる。東アジアの非イスラム教国に住むムスリム(イスラム

教徒)は、一般にマレーシアの見解に従うことが多い。な

お、マレーシア政府は先住民族を原則としてムスリムと

して扱い、イスラム以外の信仰を認めていない。しかし、

実際には無宗教であったり、伝統宗教やキリスト教を信

仰する先住民も存在する。 

【伝統建築】 

○マレー 

伝統的なマレー建築は、家屋の風通しを良くして涼しく

し、洪水からの被害を抑える高床式建築など、熱帯の気

候に適した洗練された建築様式を採用しています。大

きく傾斜した屋根や大きな窓は、風通しを良くするだけ

でなく、複雑な有機的設計となっています。 

ネゲリ・センビランの堅材で造られた伝統家屋には、釘

がまったく使用されていません。くさびで束ねた梁を用

いて建てられています。この美しい建築様式の良い例

は、1905 年頃建てられたネゲリ・センビランにあるスリ・メ

ナンテイ宮殿です。今日、多くのマレー建築やイスラム

建築に、ムーア建築の要素が組み込まれています。イス

ラム・アート・ミュージアムや、行政新都市であるプトラジ

ャヤの多くの建物、マレーシア国内のモスクに、それを

見ることができます。 

○中国 

マレーシアの中国建築には、二つの種類が見受けられ

ます。伝統様式とババ・ニョニャ様式の二種類です。伝

統建築の例としては、1646 年に建設されたチェンフー

テン寺院などの、マレーシア全土に見られる中国寺院

があげられます。 

特にマラッカやペナンの古い家屋の多くが、ババ・ニョ

ニャの遺産です。中庭や美しく色鮮やかなタイルを特徴

としています。 

マラッカのTerengkeraモスクは、中国の建築様式と西洋

の建築様式が融合された希少な建築物です。そのパゴ

ダ風の外観は、中国に影響を受けた屋根の形と、西洋

式の欄干や手すりの融合が見られる良い例です。 

○インド 

マレーシアのヒンズー教徒の多くが、南インドからの移

民の子孫です。マレーシアのヒンズー寺院には、南イン

ドの色鮮やかな建築様式が用いられています。19 世紀

後半にクアラルンプールに建てられたスリ・マハマリアマ

ン寺院は、国内で最も装飾の美しい複雑なヒンズー教

寺院の一つです。手の込んだ装飾は、複雑な彫刻や金

の装飾、手描きのモチーフ、イタリアやスペインから運ば

れた上質のタイルを特徴としています。 

シーク教は、その信者の数は少ないですが、国内の多

くの地域に、落ち着いたデザインの独自の寺院を持っ

ています。 

○サバおよびサラワクの先住民 

サバおよびサラワクの先住民の二つのユニークな建築

の特徴は、長屋とウオータービレッジです。内陸河川付

近で生活する部族の家屋である長屋は、伝統的なコミ

ュニティーの家屋です。この長い高床式の建造物は、

斧で切り倒した材木をツル植物で結び、ニッパヤシまた

はワラを編んで屋根にしています。20人から 100人の家

族が居住することができます。 

高床式のウォータービレッジは、川岸や海岸に建てられ

ています。家屋は、広い廊下でつながっており、廊下に

はボートがくくりつけられています。ビレッジ周辺の移動

は、通常、サンパンと呼ばれるカヌーで行われます。 

植民地時代の建築様式 

1511 年から 1957 年にマレーシアを植民地化した国々

の、様々な建築様式が用いられています。 

○ポルトガル 

マレーシアで見られるポルトガル建築の最も顕著な例は、

マラッカにある｢ア・ファモサ要塞｣です。この要塞は、

1511年にアルフォンソ・ダルブケルケにより建設されまし

た。オランダ軍により、その大部分が破壊され、現在で

は、残されたほんの一部分が、マラッカの街や古い港、

マラッカ海峡を見下ろしています。 

【工業】 

マハティール首相時代に様々な分野において国産化を

推進する政策を打ち出した。なかでも国産車について

は、日本の三菱自動車の技術を導入した自動車メーカ

ー「プロトン」や、同じく日本のダイハツ工業の技術を導

入した小型車メーカのプロドゥアを設立し、政府の手厚

い保護もあって国内シェアの約 6 割を両社で占めてい

る。また、アジアやヨーロッパ諸国への輸出も行われて

いる。 

【食文化】 

イスラム国家ではあるが、中国や外国人は飲酒も可能、

豚肉も食べたりと非常に食の自由度が高い(マレー系は

ムスリムであり、酒や豚肉を口にしない)。特に中華系移

民の間から発祥したマレーシアでしか味わえない食べ

物もある。中でも肉骨茶（バクテー）は人気が高い。南国

なのでフルーツは非常に多彩であるが、多くが国外から

の輸入である。マレーシアの食糧自給率は高いとはい

えない。有名なドリアンは最もポピュラーな果物の一つ

であり、屋台などでも容易に購入できる。 

大量の唐辛子・香辛料・海老のペーストをミキサーにか

け煮詰め、ココナッツミルクを入れ吏に煮詰め、ビーフ

ン・太麺をゆで、ビーフン・太麺・ゆで卵の上にペースト

をかけるニョニヤ・ラクサ（母の麺）という料理が存在する。

マレー料理の代表として、ココナッツミルクで炊いたご飯

に油で揚げたにぼし・ピーナッツ、ゆで玉子・きゅうりを

乗せ辛いソースを添えたナシレマッがあげられる。インド

系料理の代表として、ロティやトサイという米粉や小麦粉

をクレープ状に焼いたものに、カレー風味のソースをつ

けて食べる朝食がある。 
 

 

【次回例会予告】 

♦ 2 月 4 日(月)  

   卓 話：衆議院議員 井野 俊郎 様 

   食 事：千家の秘伝 


