
     
    山賀勝彦会長 

  

 ９月に入りまして、昼間の蝉の声が小さくな

り、替わって夜の虫の声が大きく聞こえるよう

になりました。季節は夏から秋へと完全に変化

しているようです。   

 ８月は、岡村ガバナー公式訪問例会や、家族

納涼例会が続き、それに最後の週が休会となっ

た為に、何だか久しぶりの例会のような気がし

ます。 

 さて、先週は恒例の家族納涼例会が開催さ

れ、今年も多くの会員やご家族の皆さんに参加

を頂きました。ありがとうございました。 

 また、親睦委員会の皆さん、ローターアクト

のみなさんには大変お世話になりました。早い

もので、本年度も３ケ月目に入り、会長として

の職務もガバナー公式訪問も終わり一段落つい

た現在、今年の活動目標の進捗を振り返ってみ

ました。私自身としては残念ながらまだまだ点

数を付ける事が出来ない状態です。会員増強の

点では、嬉しい事に先程の理事会で石蔵尚之氏

の入会が承認され、いよいよ来週１４日の入会

式が決定しました。 

 しかし、石蔵氏の場合は交代会員と云う捉え

方が正しいようで、増強と云う点では、正直な

ところ手放しでは喜べないような気がします。

皆さんも会員増強に対して、日頃よりご尽力を
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頂いている事と思いますが、今一度、新しい仲

間、新しい会員を増やすために、友人知人にふさ

わしい人がおられたら、その情報を浅野幹事か、

尾方増強委員長へ一報を入れて頂きたいと思いま

す。まずは当面の目標として会員数７０名復帰を

目指したいと思います。 

 先日５日に職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、

環境保全委員会の家庭集会が、ひまわり亭で開催

され、ほとんどフルメンバーの１７名の委員の

方々が出席されました。涼しい川風を受けながら

テラスでのバーベキューにビール・焼酎とおしゃ

べりで、これぞ家庭集会という雰囲気の楽しい家

庭集会でした。最後の仕上げは、蒔きで炊きあげ

た釜炊きご飯のアツアツおにぎりを大変おいしく

頂きました。その時の挨拶も３委員会には直接関

係のない、会員増強のお願いをさせてもらいまし

た。 

 さて、９月は新世代月間となっています。今日

は、新世代について少し話をさせて頂きます。  

 『新世代』とは、ロータリー家族の最も若い世

代の人々をさし、その多くは、青少年や若者を対

象としたロータリーのプログラム（インターアク

ト、ローターアクト、青少年指導者育成プログラ

ム＝RYLA、青少年交換）の参加者たちです。さら

に、ロータリークラブや地区の活動に参加してい

る奉仕志向の若者たちが含まれます。 

 『新世代』と云う言葉は、ルイス・ビセンデ・

ジアイ元会長が初めて使われました。ジアイ元会

長は、若い人々にロータリーのプログラムと活動

にもっと参加してもらう事こそ、ロータリーの将

来を確かなものとするためのカギである信じてい

ました。1996年のカルガリーRI国際大会で、元会

長は次のように述べられました。「成功と失敗を

分かつ要素は、未来へのビジョンです。これは、

かってないほど真実であると云えます。新世代は

未来への投資です。今日から、未来を築き始めよ

うではありませんか。」2010年、『新世代奉仕』

は、ロータリーの第五の奉仕部門となりました。

標準ロータリークラブ定款第五条に、以下のよう

 ９月新世代のための月間 
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に定義されています。 

 奉仕の第五部門である新世代奉仕は、指導力要

請活動、社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕プロ

ジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深

め育む交換プログラムを通じて、青少年並びに若

者によって好ましい変化がもたらされる事を認識

するものである。 

 新世代奉仕では、クラブの職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕プロジェクトにおける青少年や若者

の参加を促進し、こうした世代の支援を目的とし

たプログラムやリソースをクラブが積極的に提供

していく事が重要でると、述べてあります。当ク

ラブでは、新世代委員会は、主に地域社会の青少

年の健全な育成の為に、関係団体と連携を諮り、

ローターアクト委員会と協力して活動をされてい

ます。今後の活動を期待します。 

 最後に、みなさん御存じと思いますが、先日の

新聞に当クラブ会員さんの善行が掲載されていま
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Ｏ日本医療開発機構を通じてカンボジアのプノン

ペンにある国立病院へ贈呈されたと云うことで

す。20年以上使用した愛着ある機械だが、カンボ

ジアで多くの患者さんの為に役立ってもらえば嬉

しいと、新聞紙上で話されていました。これこそ

ロータリーの職業奉仕あるいは国際奉仕の鑑では

ないでしょうか。小林先生のこの度の奉仕活動に

対し、心より称賛の意を表したいと思います。先

生の今後益々のご活躍を祈念致しまして、本日の

会長の時間を終わります。 
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【第４回理事会の承認事項】  

１号議案 石蔵尚之氏入会承認の件 

 会員による選挙結果報告;会員総数67名中54名の 

 返信で全員の賛成を得ました。未返信の13名に 

 ついては規定に基づき賛成とみなし、全員の入 

 会賛成を得ましたことを報告します。 

２号議案 第1回とっておきの音楽祭inひとよし実 

 行委員会からの広告依頼の件 

 3000円/コマ 要望は４コマ12000円 

３号議案 熊本県民体育祭菊池大会人吉新聞社よ 

 り広告依頼の件 10500円 

４号議案 牛島スミ子会員出席免除の件 

 免除期間9/1～10/31まで 全員の承認を得た 

【連絡事項】  

１．RID2720岡村泰岳ガバナーより 

 ・2720地区のガバナー事務所新設のお知らせ 

  今までガバナーの所属地域に設けていたの 

  を9月1日付けで熊本市に常設した。 
  国際ロータリー第2720地区ガバナー合同事務所 

  〒860-0807熊本県熊本市下通1-3-7銀染第一ビル４F 

        TEL:096-312-2720 FAX:096-355-2720 

   [詳細については掲示板、事務局へ]  

 ・2014～15年度ガバナーノミニー候補推薦依 

  頼の件；各クラブからの推薦、ガバナー指 

  名委員会からの推薦もなかったとので再度 

  推薦依頼 締め切り11月2日 

 ・7月の会員増強チャレンジ2720プロジェクト 

  の結果報告；53名の入会、15名退会で、 

  実増38名、引き続き会員増強に協力願い 

  ます。 

 ・地区米山記念奨学委員会より寄付増進のた 

  めのセミナー（熊本）の案内 

   日 時 ; 2012年9月17日(月曜日) 

  [片岡委員長へ] 

２．本田光曠直前ガバナーより、1年間ありがと 

  うございましたのお礼のハガキ [掲示] 

３．後援しています球磨川音楽祭のチラシが届 

  いています。必要な方は持ち帰り下さい。 

４．2720地区ブライダル推進委員会年間スケ 

  ジュール表[本田ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ推進委員へ] 

【回覧物】     

  ・多良木ＲＣ・玉名ＲＣの週報  

  ・人吉総合病院の広報誌｢翔｣ 

【例会の変更及び取り止め】[掲示板]  

 ＊例会変更連絡9/28  

 八代北RC･松橋RC･宇城RC･宇土RC合同例会 

 （観月会）に変更 

 

   馬場貞至委員長 

 

 

 

 

 

 
 

＊メークアップ  

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾆｺﾆｺ・出席 家庭集会 

 平田･延岡･馬場･安達･板井 

 齊藤･岩井･小林祐･片岡忠･鳥越  

 戸高･村山･丸尾 

人吉ＲＡＣ例会；安達 

8/17例会出席率  78.13％ 

補  填  数 14名 

修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 水野・青木・延岡・小林祐・本田・高山・中村・大久保 

 尾上・立山・有村・渕田・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，牛島 

＊メークアップ  

人吉ＲＡＣ例会；立山･齊藤   人吉中央ＲＣ例会；尾方 

本日の出席率 

会  員  数   67名   79.37% 

出 席 免 除 4名 

欠 席 者 数 13名 補  填  数 21名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 100％ 

8 /24例会出席率  66.15％ 

熊本日日新聞９月２日掲載 



 

 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

 人吉ローターアクトクラブの９月第１例会が９

月５日立山商店で開催されましたので、その報告

を致します。総勢２３名の方に集まって頂き、例

会のあと、ビールの歴史についての話、国産と海

外ビールの試飲会を行ないました。今回参加して

くれたアクトＯＢから昔の苦労話を聞き、今の例

会は大変立派であると誉めてくれました。 

 多良木ＲＣからは東パスト会長、そして先日入

会された多良木ＲＣの西会員が社員を１人連れて

参加されました。漆野親睦委員長からは差し入れ

をして頂きありがとうございました。 

 次の例会は火の国ＲＡＣと坂本村で合同キャン

プと人吉散策を企画、10月は他クラブとウンスン

カルタ合同例会を企画しています。 

 

【親睦委員会】      漆野智康委員長 

 ８月ゴルフ愛好会成績 ８８月ゴルフ愛好会成績 ８月月1212日日  球磨球磨CCCC  

  ９月の誕生祝い９月の誕生祝い          

大久保勝人会員  ７日 丸尾 孜会員   ９日 

安達玄一会員  １６日 井手富浩会員  ２４日 

中川貴夫会員 ２９日  

９月の結婚祝い ９月の結婚祝い  

      尾上暢浩会員   １０日  

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 浦田 繁喜 ８９ ２３ ６６ 

準優勝 浅野 強 ８３ １２ ７１ 

３位 伊久美寛志 １０２ ３０ ７２ 

ＢＢ 小林祐介 ８９ １６ ７３ 

敢闘 漆野智康 ９９ １４ ８５ 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  薩摩② 伊久美寛志  薩摩⑤ 浅野 強 

  日向③ 漆野智康   日向⑦ 浦田繁喜  

ﾄﾞﾗｺﾝ  
70歳以上 

 薩摩⑦ 浦田繁喜 

 日向⑤ 伊久美寛志 

69歳以下  薩摩⑦ 浅野 強 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
70歳以上 浦田繁喜 42・47・89 

６9歳以下 浅野 強  38・45・８3 

     ≪９月の月例ゴルフ案内≫ 
    ９月９日(日) 10時48分スタート 

    チェリーゴルフクラブ人吉コース 
         
 
【米山記念奨学委員会】 

 

    米山奨学生卓話 

 

           片岡啓一委員長 

 本日は、チェン君の第１回目の卓

話の日です。米山奨学生には10～12

月にかけて、地区内のロータリーク

ラブに卓話に行くことが義務付けら

れています。 

 各ロータリークラブからの要請に

従い、行き先のロータリークラブが振り分けられ

ますが、チェン君に与えられたロータリークラブ

は今のところ６クラブです。私と一緒に訪問する

ことになります。今日は第１回目ですから、練習

のつもりでやるように話してあります。時間が許

せば質問の時間も取りたいと思いますので宜しく

お願い致します。 

 

自己紹介 

私の名前：ブ  ゴク  チェン  

              

 

生年月日：1987/01/20 

星   座：やぎ座 

出 身 地：ベトナムのハノイ 

趣   味：旅行、サッカー 

 （好きなチームはFCバルサです） 

熊本の崇城大学情報学部４年生です。 

 

私の家族 

 この二枚の写真は、去年

の夏に帰って撮った写真で

す。この写真から何が言い

たいのかというと、私の家

族は人数が多くて20人以上

います。ベトナムでは珍し

いことではありません。 

 私が日本から帰ってくる

たびに、みんな集まってい

てくれ、話しかけたりしま

す。みんなとても喜んでく

れます。 

  

ベトナム 

 東南アジアにある国です。ベトナムの面積は日

本とほぼ同じです。だいたい日本の九州を抜いた

ぐらいの面積です。人口は8,520万人で東南アジ

アで２番目です。ベトナムは暑いですが、北ベト

ナムは四季があり、冬は結構寒いです。10度以下

になると、小学校は休校になります。  

 

Vũ     Ngọc      Chiến （ベトナム語） 

熊本南ＲＣ例会；中川     米山夏季研修；片岡啓・中島 

宇土ＲＣ例会；中川 

ＳＡＡ･親睦家庭集会；北･渕田･有馬･本田･永尾･塚本･鳥井 

           漆野 

クリーン人吉；安達･赤池･有馬･葉山･平田･本田 
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アで２番目です。ベトナムは暑いですが、北ベト

ナムは四季があり、冬は結構寒いです。10度以下

になると、小学校は休校になります。  

 

Vũ     Ngọc      Chiến （ベトナム語） 

熊本南ＲＣ例会；中川     米山夏季研修；片岡啓・中島 
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【米山記念奨学委員会】 
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ベトナム戦争 

 

 

 

 

 

 ベトナムは戦争のイメージ

が強いのは確かです。ベトナ

ムは1000年に渡り中国文化の

影響を受け、そして、100年

ほどフランスの植民地になっ

て、独立を失いました。1954

年から1975年までアメリカと

戦争でした。その時にベトナ

ムは北南分割される状態でした。北ベトナムはロ

シアの影響で社会主義で、南の方はアメリカの影

響で資本主義という政治でした。 

 独立した現在も北と南の生活はまだ違う点があ

ります。 

 

現在のベトナム 

 戦争が終わり35年経って、今のベトナムは30歳

以下の人口が60％以上という若者の国です。 

 日本の30年代のように、経済発展がめまぐるし

く、新しい建物と

か道路もどんどん

建っています。交

通便も良くなった

ので、外国人に

とって住みやすく

なったと思いま

す。 

 

ハノイ 

 自分の生まれたところをご紹介させていただき

ます。これはハノイです。ベトナムのこころで

す。 

 「ホアンキ

エム」を漢字

で書くと、還

剣」です。返

還された剣と

いう意味です。この湖にまつわる伝説に由来しま

す。ベトナムは１５世紀初頭、中国（明）に支配

されていました。明を打倒するために漁師のレ・

ロイが天に助けを求めました。すると、この湖に

住む亀が現れて、魔法の剣をレ・ロイに授けまし

た。レ・ロイはこの剣で明軍を撃退し、ベトナム

の独立を回復したのでした。その後、レ・ロイは

亀に剣を返しました。これが（還剣＝ホアンキエ

ム）の由来です。そして、レ・ロイは黎朝の初代

皇帝、レ・タイ・トー（黎太祖）となります

（1428年）。 亀の塔が建っている場所が、レ・

ロイが亀に剣を返した場所とされています。 

 ホアンキエム湖には二つの小島があります。北

の小島（ゴックソン島）には、このページ上の写

真の玉山祠があります。南の小島にあるのが、こ

の亀の塔です。 

 玉山祠には入場料を払い橋を渡って行けます

が、亀の塔は離れ小島のため行けません。 

 去年日本人友達と連れて行きました。楽しかっ

たです。右下の写真はハノイの美術館です。そこ

はハノイの歴史とか戦争の事物が集まったところ

です。皆さん行ってみてください。 

 

主な交通手段はバイク 

 ベトナムでもハノ

イでも、主な交通手

段はバイクです。10

年前ぐらいから車の

量が少し増えました

が、まだまだバイク

の方が多いです。 

 夏の激しい暑さが

嫌なので、みんなマ

スクをかけたり長い

手袋などを身に付けています。 

 車でもバイクでもクラクションをよく鳴らしま

すが、後ろに私がいますよと伝えたいからです。

うるさいと思われます。日本と違いますね。 

 

街並み―生活 

 戦争の時の建物とかハノイ昔の建物などがまだ

残ってる場所があります。それがハノイのold町

というところです。これはハノイの特徴です。路

店が多いのでベトナム人は誰でもよく行くところ

です。にぎやかです。 観光客にもこのところ人

気が結構あります。 

首都：ハノイ 

最大の都市：ﾎｰﾁﾐﾝ市 

面積は331,211km 

日本との時差は－2時間 

1857－1945 ：フランスの植民地時代 

      独立を失う 

1945－1954 ：抗仏独立戦争時代 

1954－1975 ：ベトナム（坑米）戦争時代 

坑米時代にベトナムは北南分割される状態 

北ベトナム 

南ベトナム 

ホアン キエム湖 (還剣の湖) 亀の塔 

 去年の夏に撮った写真です 
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露

「還



 

ベトナムの食べ物 

 フォーベトナムの有名な食べ物です。基本は牛

肉とか鶏肉です、となりの皿にとうがらしとかレ

モンとか新鮮な野菜を置いてあって、自分の好み

で調整しながら食べるという食べ方は一般です。

フォーは季節問わずに年中食べるものです。生春

巻きはゆでたエビとか牛肉と春雨サラダ入れて食

べるとすごくおいしいです。 

 

バインミー 

 長さ20センチメートルほ

どの柔らかめのフランスパ

ン（バゲット）に切り込み

を 入 れ、バ タ ー、レ バ ー

ペーストなどのパテを塗

り、甘酢づけの野菜、パク

チー、輪切りの赤唐辛子、ハムなどをはさみ、

ヌックマム（魚醤）を振り掛ける。ベトナムの屋

台や食堂などで供される庶民のファーストフー

ド。アメリカのニューヨークでこれがよく売れて

いるというニュースがあって、わたしは熊本でこ

れを販売しょうかなという考え方もあるんです、

だれが一緒にしませんか？ 

 

 

      自分と日本との関係 

 

 私がベトナムに住んでいるときに日本について

知っていることと言えば、50年前の戦争のこと、

そしてアジアで最も経済的、工業的に発展してい

る国、その程度の普通のベトナム人が持っている

イメージ以外の何ものでもありませんでした。 

 高校の時、日本語を勉強する機会がありまし

た。一番にあったのは日本語を使いたい気持ちが

強くて、是非一度、日本に行きたいという気持ち

がありました。 

 2007年４月９日に来日しました。 

 ハノイから飛行機でわずか４時間半ちょっとの

日本は、私にとってはじめての外国、そして異文

化とのふれあいでした。 

 来日してから２年間、日本語を勉強して崇城大

学に入学しました。今４年生の後期になって、あ

と半年で卒業を目指します。 

 

 

 

 

 

 

大学で研究していること 

 近年の経済発展途上国における所得の向上 

       ↓ 

 バイクや車などの使用の増加 

       ↓ 

 バイクや車などの騒音の深刻化 

 

 交通騒音は人間の生活に

大きく影響する。現在のベ

トナムでは、この問題に直

面している。スリット付き

観音開き窓は換気は出来る

が、防音が出来ない。 

 ガラス窓を入れている場

合があるが、その場合換気

ができない。 

 本研究室では、換気機能を有する防音窓の開発

を行っています。これは窓の形です。結果まだ出

てないのでここまでで終わらせてください。 

 

【私が思う「日本のお餅」】というイベントに   

 参加しました 

 自分の国の食べ物を

日本人と外国人に紹介

というイベントです。 

 イベントで交流した

り、日本の餅の作り方

を 実 験 し た り、楽 し

かったです＾＾ 

 ベトナムのお餅です。

中身は黒砂糖とか青い豆

とかあります。イベントで作ったものでした。 

フォー 生春巻き 

換気性を有する防音窓
（室内から）

室内室外

窓横面

ガラス

騒音低減ユニット



 2012‐2013年度の 

 ロータリー米山奨学生になりました 

 

これまで得られたもの 

 日本に来て５年目です。今まで私にとってこの

留学生活におけるもっとも大きな収穫は、現地の

人と話すのは実際的な日本語を身につけること。 

 ロータリー米山奨学は日本人と他の国の人との

国際交流ができて、楽しいです。人々との出会い

の大切さを改めて実感しています。いい経験でし

た。 

 

【ニコニコ箱委員会】       岩井和彦委員 

・浅野幹事 浦田さん優勝おめでとうございま 

 す。素晴らしいプレーに引っ張られ久しぶり 

 に38が出ました。また一緒にプレーをお願いし 

 ます。沢山の賞品ありがとうございました。          

・浦田会員 ８月のゴルフ優勝、少人数での優 

 勝で賞品をたくさん頂きゴルフ愛好会の皆様 

 申し訳ありません。今後ハンディーが実力以 

 上に上がり、先が思いやられます。 

・井手会員 誕生祝いを頂きました。60代にま 

 た１つ近づきました。ありがとうございます。 

・丸尾会員 誕生祝ありがとうございました。 

・木村会員 早退します。 

 

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長 

・伊久美会員 このカードが出来たことを祝い 

 ます。 

・中島会員 ○チェン君の卓話ありがとうござ 

 いました。○遅くなりましたが、2011-2012 

 年度ガバナー補佐、皆さんの御協力で無事終 

 えました。米山奨学会特別寄付の準備がやっ 

 と整いましたので寄付します。皆さん方も米 

 山の特別寄付をお願いします。 

・宮原会員 チェン君、卓話ありがとう。頑 

 張って下さい。 

・和田会員 チェン君、人吉へ来るのは大変で 

 すが頑張って下さい。 

・山賀会長 チェン君の卓話を聞き、家族の様 

 子やベトナムの国について理解出来ました。 

 一年間頑張って下さい。 

 

【Ｒ財団委員会】      和田栄司委員長 

・安達会員 今日配布されましたガバナー月信 

 ９月号の新世代紹介コーナーに娘の天音美広 

 を紹介して頂きました。ひょっとしたら地区 

 大会で歌うかもしれません。心配です。        

・中川会員 宇土ＲＣに友人の奥さんが入会し 

 て頂きました。増強に協力して戴いてもらっ 

 ておりますので感謝の意味を込めて100$寄付 

 します。 

・和田会員 今日２名の方から寄付を頂きまし 

 た。ありがとうございます。 

 

      点 鐘  山賀勝彦会長 

 

 

 

他の奨学生と一緒に飲み会 阿蘇研修の時にBBQを行いました

読売新聞 ９月７日（金）掲載 

人吉新聞 ８月３１日（金）掲載 


