第１２例会記録(通算第 2540 回)
平成 24（2012）年１０月１５日
斉唱 国歌 君が代

米山奨学生 ブ・ゴク・チェン君（ベトナム）の学業発展を祈念します！

ロータリーソング 「それでこそロータリー」

来訪者紹介
人吉 RC 米山奨学会委員長 片岡啓一様
米山奨学生 ブ・ゴク・チェン君

1.今日の歌
2.来訪者紹介
3.会長･幹事・各委員会報告
4.外部卓話 濱田龍郎様
（九州ラーメン党理事長）

会長報告（浅山弘康君）
本年度 12 回目、通算 2540 回目の例会です。
本日の来訪者は人吉ロータリークラブ 米山奨学会委員
長の片岡啓一さん、本日の卓話は、米山奨学生のブ・ゴ
ク・チェン君にお願い致しました。ご来訪を心から歓迎いた
します。
会長報告です。「ベルリン国立美術館展」が、10/9〜12/2
の期間、大宰府の九州国立博物館にて開催されます。フェ
ルメールの作品は、今回展示の「真珠の首飾りの少女」を
始めとして 36 点が残っています。中でも有名な「真珠の首
飾りの少女」は日本初公開です。ＲＫＢ毎日放送、熊本放

１０/２６ 市域会長・幹事会
１１/１ 新入会員歓迎会
１１/２１ 中央 RC ゴルフコンペ

幹事報告（吉永彰一君）
１．佐賀国際重粒子線がん治療財団より
チラシの送付
２．肥後の水とみどりの愛護基金より
第26回表彰式・シンポジウムのご案内
３．熊本市国際交流振興事業団より
ニュースレターくまもと・イベントちらしの送付
４．熊本県暴力追運動推進センターより
暴追速報の送付
５．台北大同扶輪社より
台湾訪問の写真と週報の送付

送他Ｊ系九州各社と西日本新聞社で共催しています。特別
協賛はＳＭＢＣ日興証券です。ベルリン国立美術館は単独

定例理事会報告１０/１５

館ではなく、ベルリンにある 15 館の美術館を総称する名称

①新入会員候補藤見泰之氏について→承認

で、その中の 3 館から作品を持ってきています。是非、ご覧
いただければ幸いです。以上会長報告です。

例会変更のお知らせ

る。」など、ロータリアンの職業奉仕のあり方、考え方が解説

○熊本北ＲＣ～親睦会の為時間・場所変更

されています。是非、一読をお願いします。

[変更前] １０月１８日（木）１８：３０～

１６ページから２０ページには、RI テーマである、「奉仕を通

[変更後] １０月２１日（日）１２：００～

じて平和を」と題して田中 RI 会長へのインタビュー記事が掲

[場

載されています。ここは田中 RI 会長自身の考えや思いが表

所] 海鮮料理「浜んくら」

○玉名ＲＣ～月見例会及び炉辺塾の為場所変更
[日

時] １０月１８日（木）１８：３０～

[場

所] 「江戸長」

れていますので皆様に一読をお願いしたいと思います。
３２ページから３７ページは、第１１回日韓親善会議の報告
記事です。政治的に両国関係が緊張している時だからこそ

○八代南ＲＣ～定款に基づき休会

ロータリーが果たすことのできる役割などについて興味深い

[日

メッセージが載せられています。同会議での田中 RI 会長講

時] １０月３０日（火）

○玉名ＲＣ～合同例会の為場所変更

演要旨も３５ページから３７ページに紹介されています。ここ

[日

時] １１月１５日（木）１８：３０～

でも職業奉仕に関してのご自身の人生観を述べられていま

[場

所] 「つかさの湯」

す。
次に縦書きのページです。２ページから６ページまで、元
熊本県知事の潮谷義子日本社会事業大学理事長の講演要

出席報告（現王園敏伸君）

旨記事です。２００１年の同時多発テロから２０１１年の東日本

会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

大震災まで、２１世紀に入ってからのこれまでに世界で発生

６１名

３８名

65.52％

８２．１４％

る。」と位置づけられています。日本において近年、近親者

出席規定適用免除者
名誉会員

８名

した事件を総括し、「私たちは混乱の幕開けに存在してい
による虐待が増えていて、この背景には、長寿の中にある負

欠席記録免除者 0名

担感が見え隠れしていると言われます。虐待と言っても殴る

０名（会員数には含まれません）

蹴るではなく、ほったらかしや無視、否定など心理的な虐待
もあるんだそうです。その他、息子が、親の年金を自分のも
のにしていくという状況も広がっているのだそうです。因みに、
高齢化が進む中で、老人に対しての虐待加害者の順位は、
一位：長男、二位：その嫁、三位：実の娘。つまり、家庭での

委員会報告

虐待が老人施設に入っているよりも高いということだそうです。
また、老いが続くと医療費が上がってくるということでもあり、

●雑誌委員会（瀬尾広夫君）
「ロータリーの友」１０月号のご紹介をさせていただきます。

健康で老いを迎えることが大きな課題で、そのために三つの

まず、横書きのページをお開き下さい。今月は、職業奉仕月

課題を挙げています。①役割をもつ。②仲間がいる。③趣味

間です。１ページは、「職業奉仕を理解した時」と題しての田

や信仰、あるいは主義主張がある。この三つがある人は、ど

中 RI 会長メッセージです。「田中会長ご自身の体験として、

んな劣悪な条件の中でも生き生きとして生きていくことが出

職業奉仕という考え方を理解してから、自分の仕事や人生

来るんだそうです。これらは、ロータリアンとしての生き方にピ

の目的に対する態度が完全に変わりました。仕事をする目

ッタリと当てはまるのではないでしょうか。この三つの条件の

的とは、ただお金を稼ぐだけでなく、いかに地域社会に貢献

詳細は是非、皆様ご自身で本文確認していただきたいと思

し、人々の生活をより良くできるかにあると気づいた。」と述べ

います。
１１ページには、卓話の泉として、「家で楽しむワイン」と題

られています。そして、「それから私の人生は変わった。これ

して、ワインの解説やおいしい飲み方などが紹介されていま

が私のロータリーモーメントです。」と結んでいます。

す。

６ページから１０ページまでは、職業奉仕月間特集記事で

まだまだ沢山ご紹介したい記事がありますが、時間の関係

す。
６ページからは、「今も輝くシェルドンの職業奉仕理念」と題

で割愛させていただきます。

して、「事業を成功させるには、顧客の満足を追求する以外

以上、雑誌委員会からのご報告です。

にない。ロータリーのビジネスは、利益の追求ではなく、平和
の追求である。などの田中 RI 会長のスピーチや、今日的課
題でもあります、顧客満足、顧客ロイヤルティ、CSR の向上が
利益の源泉になるという考え方は、はるか１００年前にシェル
ドンによって出来上がった理念と根底部分で全く同じであ
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●広報委員会（吉原コウイチ君）

米山奨学生卓話（稲留穂君）

クラブのホームページの URL（アドレス）が変わりましたの
でお知らせします。（これまでのプロバイダのドメインでなく

カウンセラー人吉 RC 片岡啓一様

独自のドメインを取得しメールアドレスも新しく変わります）

こんにちは。人吉 RC の片岡啓一

◎URL

です。本日は米山奨学生の卓話

（新）www.kumamoto-southrc.org

の時間を作って頂き、ありがとうご

（旧）www.smate.jp/k-minamirc

ざいます。人吉 RC では、初めて世

◎メールアドレス

話クラブを引き受け、私、カウンセ

（新）info@kumamoto-southrc.org

ラーを仰せつかりました。本日卓話

（旧）minamirc@sysken.or.jp

の米山奨学生は、ベトナム出身の

これまでのアドレスでホームページを見ると「引っ越しまし

ブ・ゴク・チェン君です。チェン君と

た！」という案内のページが出ますので、そこに載ってい

呼んでください。崇城大学情報学部の 4 年生です。将来は、

る新しい URL をブックマークして利用して頂ければ、これ

ベトナムと日本と関連がある企業に勤務し、両国の懸け橋に

まで同様ご覧になれます。メールアドレスに関しては後日

なりたいとの夢を描いており、私どももたいへん楽しみでお

事務局から案内メールが送られますので、お手数ですが

世話をしております。どうぞ最後までご清聴をよろしくお願い

こちらもアドレス帳の変更をお願いします。(当面はこれま

致します。

でのメールアドレスも両方使えます)新しい独自ドメインは、
kumamoto という地名が入って、あえて minamirc でなく

米山奨学生（ブ・ゴク・チェン君）

southrc で海外からもわかるアドレスになります。ちなみ
に.org（ドット・オーグ）というのは organization（オーガニゼ
ーション）の略で主に非営利団体で使われ、RI のアドレス
も同じく rotary.org、2720 地区も ri2720.org になっていま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

スマイルボックス（坂本研一君）
○浅山弘康君・中川順一君・吉永彰一君
本日の卓話者ブ・ゴク・チェン様に心から感謝します。当ク

「ベトナム事情」

ラブへの来訪者、人吉 RC の片岡啓一様を歓迎致しま
す。

ベトナムは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。だいたい日本の本州ぐらいです。

○稲留穂君 Ⅱ

人口は ８５２０万人で東南アジアで第２番目です

人吉ロータリークラブ米山奨学会委員長片岡啓一様と本

ベトナムは暑いですが、北ベトナムは四季があるので、冬は

日の卓話者ブ・ゴク・チェン君のご来訪を歓迎致します。

結構寒いです。１０度以下になると、日本と違って、湿度がも

卓話楽しみにしています。

のすごく低いので、小さい子供の肌に悪いので、小学校は
休校になります。

○園田修司君

戦争が終わって３５年に立って、今のベトナムは若い国です。

子どもが生まれて本日で 100 日です。健康に大きく育って

３０歳以下の人口が 60％以上です。

おります。父親似の男前です。子ども、嫁に感謝です。

経済発展して、日本の３０年前を想像していただければ、い
いと思います。

○漆島典和君

現在はめまぐるしく、新しい建物とか道路もどんどん立ってい

本日は秋のお祭りの為、どうしても時間が合わず、欠席さ

ます。交通の便もよくなったので、外国人としても住みやすく

せて頂きます。皆様本当に申し訳ありません。

なったとおもいます。
ベトナムのホーチミン市（サイゴン）でもハノイでも、主な交通
手段はバイクです。10 前には時々車があって、まだまだバイ
クが沢山でした。近年、車の量が多くなりましたが、バイクの
方がまだ多いです。夏の激し暑さがいやなので、みんなマス
クとか長い手袋などかけたりします。
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車でもバイクでもクラクションがよくなってる。大変うるさいと思

国際的に日本人と他の国の人との交流できて、楽しかったで

われるでしょうね。

す。

日本と違いますね。

目標は「あなたがいて良かった」と思ってもらえるような人間

フォーはベトナムの有名な食べ物です。基本は牛肉とか鶏

になること。

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
方は一般的です。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を入れて食べ
るとすごくおいしいです。
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）を振り掛けます。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です。
ベトナム人は日本について知っていることと言えば、6０年前
の戦争のことで、そしてアジアで最も経済的、工業的に発展
している国ということでした。
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。

【例会予定】

私は高校の時日本語の勉強の機会がありました。一番に思

１０月２９日(月) 新入会員卓話 吉行邦夫会員

ったのは日本語を使いたいという気持ちが強くて、是非一度

１１月５日(月)

日本に行くという気持ちを持っていました。2007・4・9 に来日

１１月１２日(月) IAC 卓話

しました。

１１月１９日(月) 外部卓話 鶴島厚子様

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

新入会員卓話 坂本幸樹会員

（ポラリスフォーシーズン代表取締役）

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

１１月２６日（月） 外部卓話 出田隆一

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

（出田眼科院長）

した。
○大学で研究してること
交通は都市の日常生活において最も重要な活動と考えられ

【ＲＡＣ・ＩＡＣの例会日程について】

ている。交通問題は、先進国、発展途上国を問わず、ほとん

○熊本南ローターアクトクラブ例会（第１・３木曜日）

どの主要都市で発生している。

日時：１１月１日（木）20：00～21：30

交通問題の原因と特徴は、都市開発や経済発展の度合い、

場所：西部ガス株式会社 熊本支社（3 階大ホール）

移動の特徴、など様々な要素により、似通っている場合も、

熊本市中央区萩原町 14-10

異なっている場合もあります。

内容：RC 卓話（予定）

ベトナムは深刻な交通渋滞とその関連問題、特に騒音に直
○熊本国府高校インターアクトクラブ例会（第１・３水曜日）
日時：１１月７日(水) １６：００～

面している国の一つである。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。

場所：国府高校「大会議室」

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

内容：未定
ただし、学校の都合上(他団体が施設を使用する場合や生

い。

徒の課外、職員の会議等)、急遽変更される場合もあります。

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
る。

ご出席の場合は、メーキャップに充当することが可能です

○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
は日本の人と話すのは実際的な日本語を身につけることに
役立ちます。
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