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本日の例会

前回の例会

2018 年 11 月 30 日（金）第 1819 回
2018 年 12 月 7 日（金）第 1820 回

時間

年

次 総

会

卓 話 「ベトナムの食文化」
卓話者 2018 年度米山奨学生
ドゥアン ティ・フォン様

卓 話

「上半期を顧みて」

卓話者

会 長

澤井 久和

今週の歌 「君が代」「 奉仕の理想 」
「バースデーソング」

紹介者 小西 幹夫 会員
今週の歌 「日も風も星も」
「 花 嫁 」
お客様紹介

出席報告・会長の時間・
委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告

お客様紹介・出席報告・会長の時間・

＜11 月 30 日(金)の出席報告＞
会 員 数
29 名
出席会員
21 名
欠席会員
8名
ゲスト
2名
ビジター
0名
11 月 3 日(土・祝)の出席率
89.66％

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い（12 月度）
泉谷一郎会員(4 日)
塩見直子様(3 日)

レ マン トアン 様

次回の例会

嶽盛幸子様(25 日)

堀畑キヌ子様(26 日) 澤井ふみ様(30 日)

2018 年 12 月 15 日（土）第 1821 回

時間
例会変更及び 忘年家族例会

〇結婚記念祝い（12 月度）

18：00 開会（17：30～受付）
泉谷一郎会員(4 日)

於：シェラトン都ホテル大阪（上本町）
尚、12 月 21 日㈮、28 日㈮は休会です

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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フォー（pho)

卓 話

ブン・チャー(bun cha)

「ベトナムの食文化」
2018 年度米山奨学生
ドゥアン ティ・フォン様
紹介者 小西幹夫会員
バン・チゥン（banh chung)

ベトナムから参りましたフオンと

生春巻き

申します。桃山学院大学 国際教養学
部•英語 国際文化学科で勉強してい
ます。国々により独特な文化を持ち、
存在しています。来日日本の文化を
体験し、その中で言語も最も大切なものです。そし
て、日本語教師になる夢を思っています。
今回は皆さんにベトナム食文化について紹介さ

コーヒーの入れ方

せていただきたいです。
ベトナムの有名なフオーからはじめ、そして、お米
は主食になった料理も取り挙げたいと思います。
例えば、お正月に日本の年越しそばに対して、ベト
ナムは笹巻きのよう”Bánh chưng”バン•チュンを
食べる習慣があります。そして、ダイエットしたい
方におすすめのメニューは野菜がたっぷり入って
いる野菜生春巻きです。ベトナム風のコーヒーの入
れ方なども皆さんに是非知って欲しいと思います。
日本に留学し、もう 6 年目になりました。
最も幸せだと米山奨学生を選ばれたことです。
親の負担を減らし、色々な国から友達が出来、国際

会長の時間

交流もたくさん参加でき、とても嬉しいです。
会長 澤井 久和

今日、米澤さんと皆さんからのサプライズをされて、
夫婦の歌から日本的な結婚玉まで次々にびっくり
しました。幸せで泣けるほど感動しました。私と夫

こんにちは。本日も出席ご苦労

にとっては忘れられない例会でした。

様です。暑い暑いとずっと言って

こんなとんでもない私、皆さんの娘のように世話を

おりましたが、今となれば日々寒

させ、感謝の気持ちは言葉では足りません。本当に

さが感じられ、暖が必要となって

どうもありがとうございました！

きました。

また、会員の皆様やカウンセラーから困った時の

会員の皆様くれぐれも体調を崩さ

アドバイスや優しく教えてくれました。心から感謝

ないよう気をつけて下さい。

致します。幸せになるように！

寒い寒いとは言いますが、二つ程ホットな事であり

後残り半年で卒業しますが、頑張ります。

ます。一つは 2025 年に大阪万博も決定した事で、テ
ーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」人工知能
（ＡＩ）や仮想現実（ＶＲ）など 21 世紀の最先端技
術を活用した医療、健康、スポーツや娯楽、新ビジ
ネスを一堂に集め、世界の人々に経済、社会の未来
像を示す、となっており、これから大阪もさらに盛
り上がっていく事を望みます。もう一つのホットな
ホットな事は、今ここにいますフォンさん、トアン
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さんお二人のご結婚です。

米山奨学委員会

お二人さん、本当にご結婚おめでとうございます！

「ドゥアン ティ フォンさん結婚おめでとう」

これからも二人で協力し合って幸せな家庭を築い

米山カウンセラー 米澤邦明

ていって下さい。また一つでも多く良い思い出作り
をしていって下さい。

今まで、カウンセラーとしてフォ
ンさんと出会い、あまりカウンセラ

「結婚の意味」

ーらしい事も何一つできませんでし

一昔前の常識では、

た。 皆さんもご存知のように、米

１.世間体のため

山奨学金というのは他の奨学金とは

みんなが結婚するから私もするという心理。行

違い、償還を求めない唯一の奨学金で、ただ振り込

き遅れれば恥という風潮

みなどでの渡し切りでなく、じかに手渡し、カウン

２.家のため

セラーが相談にのり、アドバイスをすることによっ

子孫繁栄の目的

て、留学生と日本人との結びつきをより強くするも

家を存続させる、墓を守る

のと私は理解しております。

３.子どもの行く末、両親の老後のため

さて、前置きが長くなりましたが、留学生のフォ

現在では、いろいろ話を聴くと、
「幸せになりたい」

ンさんがめでたく結婚されました。

です。

お相手はトアンさんで、日本語教室で出会ったス

「結婚する意味」はあなたが結婚することで幸せに

マートな好青年で、結婚式は１１月１７日にベトナ

なることです。そのためには、自分と異なる文化の

ムに帰って執りおこなったそうです。

人を伴侶とし、支え合い、尊重するのが結婚です。

せっかく堺北ロータリークラブとの縁があった

「結婚」という関わり合いによって、あなたの人生

フォンさんですから、何か彼女（彼）が驚くような

の厚みを増し、人間として成長することができます。

事をしてみてはどうか！ちょうどその日の例会は、

本当にがんばって下さい。

小西会員の紹介でフォンさんの卓話、紹介を兼ねて

何か披露宴のスピーチみたいになりましたが、私

ご主人と同行するように依頼し、彼女には民族衣装

も会員の皆様も一度振り返ってみるのもいいです

の『アオザイ』を着て出席するように・・・。

ね。

準備万端、早速くす玉（手作り）
・横断幕・クラッ
カーなどを用意し、今週の歌を『花嫁』に差し替え、

最後にロータリーもそうでは無いでしょうか。

当日の例会ではサプライズの成功を目指し、それぞ
れ担当のメンバーがスタンバイし、会長の点鐘を皮

委員会報告

切りにおめでとう作戦が開始しました。

親睦活動委員会

くす玉をわると同時にクラッカーの鳴り響く音、

「忘年家族例会 時間変更のお知らせ」
時間

二人の驚き喜びの表情がとっても微笑ましくもあ

親睦活動委員長 中田 学

りました。ベトナムではくす玉というものが無いの
か『結婚玉』と言っていたのが印象的でした。

次週開催の忘年家族例会ですが、

全員で『花嫁』を歌い、お祝い金贈呈と、素人の

会場の方が 30 分早く準備できると

演出でしたが、何とかその場が盛り上がり、例会終

の連絡をいただきましたので、下記

了後に全員で記念撮影をして一連のサプライズを

の通り変更いたしたく、ご予定のほ

終えました。メデタシ！メデタシ！

どよろしくお願いたます。
記
開催日時：１２ 月１５日（土）
場 所： シェラトン都ホテル大阪 ３F 明日香の間
受 付：18：00 ～ ⇒変更後 17：30 ～
開 会：18：30 ～ ⇒変更後 18：00 ～
以上
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米澤邦明会員 トアンさん、フォンさんおめでとう
ございます。うらやましいなぁ！
小西幹夫会員 フォンさま、おめでとうございま
す。
本日の卓話よろしく。
嶽盛和三会員 レ マン トアンさん､ ドゥアン
ティ フォンさん、ご結婚おめでと
うございます。いつまでもお幸せ
に！！卓話もよろしくお願いいた
します。
永富久紀会員 ドゥアン ティ フォンさん、結婚お
めでとうございます。
合計 ３３，０００円

SAA 報告
澤井久和会員 フォンちゃん、トアン様ご結婚おめ
でとうございます。幸せにね！
那須宗弘会員 フォンさん御結婚おめでとうござ
います。末永く御幸せにお過ごし下
さい。
坂田兼則会員 フォンちゃん、おめでとうございま
す。お幸せに。
中田 学会員 フォンちゃん結婚おめでとうござ
います。御幸せに。
泉谷一郎会員 思いやり譲り合いがやさしい気持
ちと感謝の気持ちになりました。

～例会風景～
サプライズで米山奨学生フォンさんの
ご結婚をお祝いしました

ベトナムにて
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