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前回の例会 

2016年 3月 25日(金)第 1702回 

卓 話  「ベトナム諸事情」 

卓話者  オーレン(株)  

     代表取締役 星山 秀陽様 

紹介者  池永 隆昭 会員  

今週の歌 「それでこそロータリー」 

「高校三年生」 

「堺北 RCの歌」 

お客様の紹介 沖中栄子様(大阪西南 RC) 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 
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事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西 2丁 1番 30号 ポピア南海 3階 302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

例会日 毎週金曜日 午後 0時 30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

 URL     : http://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

ガバナー(第 2640地区)  ： 辻 秀和 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com 
        E-mail ： hidekazu-2640@pure.ocn.ne.jp 
会長：坂田兼則  幹事：藤永 誉  広報委員長：山ノ内修一  編集者：笹山悦夫 

 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

2016年 4月 1日 第 1702号 

 

四つのテスト 言行はこれに照らしてから 1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

2016年 4月 1日(金)第 1703回 

卓 話  「ロータリー雑誌フォーラム」 

卓話者  広報委員長 山ノ内修一 

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

「バースデーソング」 

お客様の紹介  

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い(4月度) 

 坂田兼則会員( 2日)城岡陽志会員(19日) 

 三上  美江様(14日)山中加須美様(23日) 

 池永智恵子様(29日) 

〇結婚記念祝い(4月度） 

 堀畑好秀会員( 9日)嶽盛和三会員(14日) 

 笹山悦夫会員(15日) 

 

 

 
2015-16 年度 国際ロータリーのテーマ 

「世界へのプレゼントになろう」 
Be a Gift to the World 

国際ロータリー会長 K.R. ラビンドラン（スリランカ・コロンボ RC） 

本日の例会 

 

時間 

 

次週の例会 

 

時間 

 

2016年 4月 8日(金)第 1704回 

卓 話 「 未定 」 

卓話者 濵口 正義 会員 

＜３月２５日(金)の出席報告＞ 

会 員 数           31名 

出席会員           21名 

欠席会員             10名 

ビジター           1名 

ゲスト                      2名 

3月 4日(金)の出席率    77.41％ 

http://www.sakai-kita.jp/
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「ベトナム諸事情」 

星山 秀陽様 

 

◆ベトナムの人材状況 

全人口は約９０００万人、内労働人口は約５０００万人おります。 

平均年齢約２６歳という若くて活気がある国です。 

最近、中国＋１、タイ＋１という位置づけの恩恵を受けている中、日系企業のベトナム

進出が今なお加速しております。ジェトロ、中小機構の相談窓口件数においても現在ベ

トナムが一番人気です。 

関連ポイントは次のとおりです。 

 

「ベトナム南北の違い」 

ベトナムは縦に長いです。歴史的には最初は北部だけしかないベトナム領土がいわゆる

「吸収合併」を続けてやっと現在のS字の形を確保することができました。つまり、中

部のダナン辺りより南の部分はもともとカンボジアやタイよりのチャンバー王国のもの

でありました。その歴史的背景を踏まえると同じ国に住んでいるベトナム人でも日本人

以上に地域柄により人柄もかなりの違いがでてきます。客観的主観的な見方を織り交ぜ

てそれぞれの特徴を述べると次のとおりです。 

 

ハノイ・北部の人： 

地域柄中国よりで、真面目で考え方ロジカルな人が多く、計画性があり、一方でプライ

ドが高い。 

初めはあまり愛想を表現したがらないが、一度親しくなった人との繋がりを大切にする

ため、長いお付き合いに発展しやすい傾向があります。 

 

ホーチミン・南部の人：地域柄タイより、真面目でおおらかで出会ったばかりでもすぐ

に打ち解けられる明るさと柔軟性を持っています。お金に関しては計画的というよりも

大雑把に使いたがり、◯◯年後の貯金よりも今日明日に重きを置きたいという人が多い

と感じます。 

 

「給料相場」 

下記の給料ベースはひとつの目安です。業種職種により多少前後することがあります。 

現況において、ワーカーレベルだとまだ他国と比べて安価な労働力を確保できるが、ス

タッフ職になると一気に給料が上がりかつ採用も難しくなってきます。 

ワーカー：１５０ドル 

スタッフ：４００ドル～７００ドル 

中間管理職：８００ドル～１５００ドル 

工場、部長：１５００ドル以上 

 

「人材面の課題」 

労働人口は多いが、日系企業が好む専門スキル＋日本語ができるスタッフの数がまだま

だ足りていないです。 

ベトナムは中国やタイと比べてまだマーケットは小さいが、人材紹介会社は大手から零

細企業まで一通り揃っているのは、採用ニーズが絶えずある証拠です。その中において

現在ベトナムで抱えている問題は次のとおりです。 

 

①物価上昇に伴い給料も年々上昇傾向 

②専門スキル＋日本語ができる人材が英語人材と比べてまだ少ない 

卓   話 

時間 
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③スキルがある人ほど定着率が低い傾向がある 

 

◆これからのベトナム 

２０１８年から本格的にスタートされる、環太平洋地域による経済連携協定であるTPP

（Trans-Pacific Partnership ）おいて、隣の巨人である中国不在の中、大チャンスを手

に入れたベトナムは主役になりつつあり、否が応でもそこからの恩恵を大いに期待さて

いる状況です。ベトナムは農業国、日本は工業国の象徴です。今後、この両国が奏でる

コラボレーション次第で様々な化学反応が起こり得ることに対し目が離せません。 

 

◆まとめ 

要点だけをまとめるとベトナムと日本の繋がりは大昔から始まっていました。 

その長い歴史の中でベトナム人は日本という国また日本人に対し、尊敬の念を抱いてい

ます。強豪列国に立ち向かう姿、大自然に立ち向かう不屈不撓の精神そのものが日本の

強さであり、ベトナムの見本になる存在です。 

これから経済界の祭典とも言われているTPPにおいて、この両国の関係性が非常に大事

になっていきます。 

日本はベトナムと一緒にTPPというラケットを手に取り、不況というボールを徹底的に

打ち返す時がついにやってきました。これからも、日本とベトナムの間に立ち、感謝の

気持ちを抱き、微力ながらも両国のためにお手伝いできることを光栄に思います。なぜ

ならば、私の中のふたつの祖国だからです。 

 

 

 

会長 坂田兼則 

 

本日は、聖書シリーズ第５弾です。前にもお話しましたが、創世記からマラキ書まで

の３９書が旧約聖書であり、マタイ書から啓示の書までの２７書が新約聖書でありま

す。 

 本日は、新約聖書の最初のマタイ書の書かれております「山上の垂訓」の一部をお話

いたします。イエスが人々を癒しながら古代ガリラヤ地方をあまねく巡っていたころイ

エスの評判を聞いた人々があらゆる地方からイエスにつき従っていたので、イエスは現

在のパレスチナにありますガリラヤ湖の近くの山の上でその人々に教えた事柄です。非

常に数多くの教えがありますが、抜粋して紹介しますと、(１)憐れみ深い人たちは幸い

です。その人たちは憐れみを受けるからです。(２)あなたは姦淫を犯してはならない。

女を見続けてこれに情欲を抱くものはみな、すでに心の中でその女と姦淫を犯したので

す。（３）目には目を、歯には歯をといいますが、邪悪なもの者に手向かってはなりま

せん。だれでもあなたの右のほほを平手打ちする者には他のほほをも向けなさい。

（４）体のともしびは目です。それでもし目が純一であればあなたの体全体は明るいで

しょう。しかし目がよこしまであれば、あなたの体全体は暗いでしょう。（５）自分が

裁かれないためには、人を裁くのをやめなさい。あなたが裁いているその裁きであなた

も裁かれることになるからです。（６）求め続けなさい、そうすれば与えられます。探

し続けなさい、そうすれば見出せます。たたき続けない、そうすれば開かれます。その

他に数多くの「山上の垂訓」がありますが、イエスが当時の生き方に迷っている貧しい

人々に教えた事柄ですが、現在にも通じるところがあるかもしれません。 

 最後に紀元前 580年ごろに書かれた旧約聖書のエレミヤ書から一つ紹介します。エレ

ミヤ書１０章第２３章で、地の人の道はその人に属していないことを私はよく知ってい

会長の時間 

時間 
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ます。自分の歩みを導くことさえ、歩んでいるその人に属しているのではありません。 

 ちなみに聖書ではニサンの１４日がイエス・キリストが亡くなった日と書かれており

ますが、これはむかしのヘブライ暦で、現在では３，４月の満月の出る日を意味してい

るらしく、今年は一昨日の３月２３日だったそうです。 

以上本日は聖書のマタイ書及びエレミヤ書の一部でした。 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 ３月号のご紹介」 

広報委員 木畑 清 

 

【左開き】 

(1)RI会長メッセージ ３頁 身をもって示す 

(2)特集 「子どもたち、若い人たちが夢を持てる未来のために」７頁 

(3)水と衛生：「水を守る 森を守る」18頁 

(4)グローバル補助金でフィリピンに衛生的な水の供給施設を新設 20頁 

 

職業奉仕委員会 

職業奉仕委員長 中川 澄 

「香道体験会のご案内」 

 

春暖の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話にな

っております。 

さて、職業奉仕委員会では、奥野圭作会員にご協力頂き、下記のとおり、皆様に

香道を体験して頂く会を開催致します。香道は、日本の伝統的な芸道の一つであ

り、一定の作法のもとに香木を焚き、立ち上る香りを聞き、鑑賞したり、香りを聞

き当てたりいたします。日常的に接することが少ない香道ですが、今回は、先生を

お招きし、その奥深さの一端に触れたいと考えております。時間は 2時間乃至 2時

間半程度、終了後、甘いものを頂きながらのお楽しみ企画も考えております。 

皆様ご家族ご友人お誘いあわせの上、たくさんのご参加をお待ちしております。 

記 

開催日時：4月 17日（日） 

場  所：奥野晴明堂ホール 

（堺市堺区市之町東 2-1-4 アスティー山之口内） 

開  会：14：00～ 

会  費：無料 

※出欠締切日：4月 8日(金)例会時まで 

 

 

 

坂田兼則会員 徳田さん、奥様お二人で５０年おめでとうございます。長持の秘訣は？ 

池田茂雄会員 徳田様ご夫妻、金婚式おめでとうございます。これからも元気でお幸せ

にお過ごし下さい。 

ＳＡＡ報告 

委員会報告 

 

時間 
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國井 豊会員 徳田会員の奥様、よく今迄、我慢に耐えてこられましたね。５０年（金

婚式）おめでとうございます。 

那須宗弘会員 徳田会員金婚式おめでとうございます。 

山中喜八郎会員 本日金婚式をお迎えになられまして、おめでとうございます。これか

らもお元気で。 

宇瀬治夫会員 徳田会員結婚５０周年おめでとうございます。まだまだ及びません。頑

張ります。 

山ノ内修一会員 徳田御夫妻、金婚式おめでとうございます。見習いたいです。 

城岡陽志会員 徳田夫妻、５０周年おめでとうございます。奥様よくぞ５０年もついて

きましたね！苦あれば、楽あり。これからは楽しんで下さい。 

徳田 稔会員 今日は金婚式で花を頂き有難うございます。 

中田 学会員 徳田会員金婚式おめでとうございます。 

中川 澄会員 今年の青山大会は１１時５１分ゴール、第５位でした。１位の方は８時

代ゴールとのこと、まだまだ精進が必要です。 

塩見 守会員 沖中様ようこそ堺北 RCへお越し下さいました。星山様本日の卓話楽し

みにしております。徳田会員の奥様、いつも徳田会員にはお世話になっ

ております。本日はごゆっくりお過ごし下さい。 

藤永 誉会員 徳田さん、奥様いつもお世話になり有難うございます。この度は金婚式

おめでとうございます。是非仲良しの秘訣を教えて下さい。 

嶽盛和三会員 徳田御夫妻金婚式おめでとうございます。末永くお元気で！星山様卓話

有難うございます。 

奥野圭作会員 星山様、本日大変お忙し所、有難うございます。 

合計 ４５，０００円 

 

 

 

（１）本日の配布物 週報・ロータリーの友 卓話資料 

（２）幹事報告 

  ・次週、例会後理事会を開催いたします。理事・役員の方は例会終了後お集まり 

いただきます様お願い申し上げます。 

 

（３）他クラブ例会変更のお知らせ 

  ・堺おおいずみロータリークラブ 

４月２０日(水)→堺東RCと合同例会 場所：堺商工会議所  12：30～ 

５月１１日(水)→定款第 6条第1節 休会 

  ・堺清陵ロータリークラブ 

    ４月１４日(木)→４月１０日(日) 

春季家族会 行先：姫路城・ヤマサ かまぼこ姫路工場見学 

※例会変更時の受付はホテル・アゴーラリージェンシー堺 25Ｆ「受付」に 

受付表をご用意していますのでご記入ください。 

尚、受付時間は午後５時３０分～６時までです。 

  ・堺東ロータリークラブ 

    ４月１９日(火)→４月２０日(水)12：30 堺おおいずみ RC合同例会 

 

 

 

 

幹事報告 

 

時間 
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若者へのメンタリングで活躍する女性たち 

日本では「メンタリング」という言葉に聞き慣れない人も 

多いことでしょう。これは、「メンター」と呼ばれる経験豊かな 

年長者が、対話や助言を通じて経験の浅い人や若者の 

人材育成を行うことを指し、アメリカでも比較的最近に 

使われるようになった言葉です。 

 

アメリカのロータリアン、クララ・モンタネスさんは、学生の頃、「メンタリング」という言葉を耳にしたことがありません

でした。大抵の人は大卒後に就職しますが、モンタネスさんは就職前に結婚し、出産。子育ての後でキャリアを歩

みはじめました。相談できる人がいなかったと、今は保険会社のシニアディレクターを務めるモンタネスさんは当時

を振り返ります。   

 

しかし、2003年にワシントン DCロータリークラブへの入会を誘われたことで、すべてが一変しました。「正直言っ

て、ロータリーへの入会には消極的でした。自分にメリットがあるとは思えなかったんです」とモンタネスさん。 

「しかし、クラブで出会った仲間たちは、活動に積極的に参加する方法について丁寧に指導してくれました。メンタ

ーとして頼りにできる人をもつことの価値を知り、クラブ、地元地域、そして職場で、自分でもリーダーシップを発揮

できるようになったんです」 

 

こうしてモンテネスさんは、米州機構へのロータリー補欠代表となり、3月8日の「国際女性デー」イベントの企画

を手伝うことに。世界銀行本部（ワシントン DC）でのこのイベントは、国際ロータリー理事ジェニファー・ジョーンズさ

んによる司会の下、ロータリー・ウーマン・オブ・アクション賞の過去の受賞者であるディーパ・ウリィンガムさんとマリ

オン・バンチさんをゲストに迎え、World Bank Liveを通じてインターネットでも中継されます。 

 

仕事と家庭の両立をめざす若い女性たちのメンターとなる機会をロータリーが与えてくれた、とモンタネスさん。米

国大学女性協会（AAUW）の最近の調査では、男女の賃金格差により、学費ローン返済が女性たちの大きな負担

となっていることが分かっています。 「苦労している若い女性たちは、ロータリーなら安心、と相談してくるんです」 

 

アメリカ（ミシガン州）のセントジョセフ・ベントンハーバー・ロータリークラブ会員、ジャッキー・ヒューさん（マルチメデ

ィア会社社長）も、「メンター」としてのロータリアンの役割を実感した一人です。2007年、彼女のクラブは、定年退

職者と地元高校生とを結びつけるメンタリングプログラムを開始。1校、40人の生徒で始まったこのプログラムは、

現在、周辺の複数の高校にも広がっています。ヒューさんはこう話します。「貧しい家庭出身の女子生徒から手紙

をもらいました。その手紙には、プログラムで“地元の弁護士と出会い、法律を学ぶ自信がついた"と書いてありまし

た。4つの大学のロースクールに合格した彼女は、弁護士を目指して学業に励んでいます」 

 

人材育成を目的としたメンタリングですが、クラブにもメリットがあります。ヒューさんのクラブは、特に入会促進に努

めていないにもかかわらず、会員数が 150人もいます。「ミシガン州南部ではロータリーは有名」とヒューさん。「大

企業のCEOになることが夢、という生徒に、ワールプール（米大手家電メーカー）の CEOと会わせてあげたとこ

ろ、感動した父親がクラブに入会してくれました」 

 

プログラム初期の参加者たちがインターアクトクラブを立ち上げ、この地域の 4つの高校には総勢200人以上の

インターアクト会員がいます。このうち 40人がこの夏、ドミニカ共和国を訪れて水フィルタ設置プロジェクトに携わ

り、医療使節団にも参加しました。 

 

「ロータリーは若者に投資すべき」とヒューさん。「私の影響で娘もインターアクト会員になり、親子そろって世界観を

広げています」 

 

記事：Arnold R. Grahl ロータリーニュース 8-Mar-2016  
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会　　　　長(理事) 中田　学 クラブ奉仕 (理事)

会長エレクト(理事) 辰　正博 職業奉仕 (理事)

副　 会　 長(理事) 澤井久和 社会奉仕 (理事)

幹　　　　事 笹山悦夫 国際奉仕 (理事)

Ｓ 　Ａ　 Ａ 木畑　清

会　　　　計 池田茂雄

副幹事　池永隆昭

副ＳＡＡ　小西幹夫

相談役会 幹事　宇瀬治夫

委員会名 委 員 長

会員増強委員会 城岡陽志

 クラブ奉仕部門

親睦活動委員会 山ノ内修一

　担当理事 山ノ内修一 広報委員会 坂田兼則

出席委員会 國井　豊

 職業奉仕部門

　担当理事 塩見　守

 社会奉仕部門 　 社会奉仕委員会 藤永　誉

　担当理事 藤永　誉 　 新世代委員会 澤井久和

国際奉仕委員会 池永隆昭

 国際奉仕部門
ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会 山中喜八郎

　担当理事 池永隆昭 米澤邦明

会長直轄委員会 囲碁大会準備委員会
委員長

宇瀬治夫

同好会名

写真同好会

ゴルフ同好会

歩こう会

グルメの会

囲碁同好会

　落語愛好会

山ノ内修一

2016年～17年度 理事役員・委員会委員一覧表(案）

・ジョン F. ジャームＲＩ会長 （ChattanoogaRC・米国（テネシー州））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・福井　隆一郎　第2640地区ガバナー　（堺RC）　　　　

理　　事　・　役　　員

塩見　守

藤永　誉

池永隆昭

そ　 の　 他
直前会長  坂田兼則 直前幹事 藤永　誉

(会計監事　國井　豊)

構成員は主として
会長経験者

目的＝クラブ発展に向けての提言及び
人材育成

部　　門 副委員長 委　　　　員

塩見　守
坂田・藤永・池永・中川・塩見・宇瀬
澤井・國井・奥野・徳田・辰・木畑
城岡・畑中・米澤

藤永　誉 堀畑・山中・小西・平野

中川　澄 池田・米澤・山ノ内・嶽盛

坂田兼則 池永・山崎・徳田

　 職業奉仕委員会 塩見　守 中川　澄 畑中・城岡・那須・奥野

塩見　守 辰・那須・三上

平野祥之 新井・池田

宇瀬治夫 嶽盛・泉谷・小西・平野・澤井

塩見　守 堀畑・濵口・嶽盛

副委員長
塩見・藤永

池永
会員全員

　 米山奨学委員会
小西幹夫 北側・木畑

米山カウンセラー　小西幹夫

同  好  会

代表世話人 世話人

米澤邦明 藤永

塩見　守 藤永・中田

藤永　誉 奥野

中川　澄 山ノ内・藤永

木畑　清 小西

宇瀬治夫 池田


