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前回の例会 

2019年 1月 18日（金）第 1824回 

卓 話  「 知らないベトナム 」 

卓話者 2018年度米山奨学生 

ドゥアン ティ・フォン様 

紹介者  木畑 清 会員 

今週の歌  「君が代」「 奉仕の理想 」 

     「バースデーソング」 

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 

〇会員・奥様誕生祝い（1月度）  

木畑 清会員( 2日) 塩見 守会員(11日)  

奥野圭作会員(17日)綿谷伸一会員(17日)  

宇瀬さゆみ様(13 日)中田のり江様(17 日)  

田口美保子様(19 日)  

〇結婚記念祝い（１月度）  

國井 豊会員(15日) 池永隆昭会員(22日)  

小西幹夫会員(23日)  

◆ロータリー財団 表彰 

國井 豊 会員…ポールハリスフェロー５ 

綿谷伸一会員…ポールハリスフェロー２ 

 
 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 1月 25日第 1824号 

 

 2019年 1月 25日（金）第 1825回 

卓 話 「今年度の拡大例会について」 

卓話者  会員増強委員長 嶽盛 和三 

今週の歌  「それでこそロータリー」 

「 早春賦 」 

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 

〇皆出席表彰（1月度）  

  藤永 誉 会員（第７回）  

 

 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） 

本日の例会 

 

時間 

 

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 

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 

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

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

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）  

ガバナー(第 2640地区)  ： 樫畑 直尚 

ガバナー事務所  URL   ： http://www.rid2640g.com/kashihata/  

E-mail ： kashihata@rid2640g.com 
会長：澤井久和  幹事：坂田兼則  広報委員長：米澤邦明  編集者：塩見 守 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10 月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

＜1月 18日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            29名 
出席会員            20名 
欠席会員               9名 

  ゲスト            1名 
  ビジター           0名 

12月 15日(金)の出席率     96.55％ 

今週の歌「 早春賦 」 
 

春は名のみの 風の寒さや 
谷のうぐいす 歌は思えど 
時にあらずと 声もたてず 
時にあらずと 声もたてず 
 
 

 2019年 2月 1日（金）第 1826回 

卓 話「大阪で唯一の 

過疎指定を受けた村の話」 

卓話者 千早赤阪村 村長 松本昌親様 

紹介者 米澤邦明会員 
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「知らないベトナム」 

2018年度米山奨学生 

ドゥアン ティ・フォン様 

 

1.朝早く、昼寝がある 

 ベトナムの朝は早く、市場は6時

前から営業開始しているところも

多くあります。ベトナム人の一般

家庭では、まだまだ冷蔵庫で食品

を保存しておく習慣が普及してい

ないため、多くの家庭は毎朝市場でその日の食料を

買い物します。また、少し意外かもしれませんが、

ベトナムでは昼寝の習慣があります。昼寝といえば、

スペインですが、ベトナムでも昼間は陽気が強いた

めか、部屋でひと眠りするのが一般的。最近は企業

に務める社会人も増えてきたので、全体的な考え方

が変わって、昼寝をすることも少なくなってきてい

るようですが、休日は多くの老若男女が昼過ぎを昼

寝の時間にあてて、日暮れ以降再び活動を開始しま

す。 

 

2. ベトナムに根付く学歴社会 

ベトナムの大学進学率は 20％前後で推移。年々微

増しているものの世界基準でみれば決して高い数

値ではありませんね。それもそのはず。ベトナムは

一昔前までは東南アジアでも最貧国の国だったの

が、90年初頭のドイモイ政策以降身の丈知らずの急

激な成長を遂げました。その成長スピードにベトナ

ム国民が追い付いていない様子がうかがえます。ゆ

えに、ベトナム人にとっては、大学を卒業したこと

自体がキャリアそのもの。大学を2つ卒業する者や、

何年も居座って勉強しつづける者も多くいます。 

「あの人は大学を卒業していないからダメ。別れな

さい。」と母親に言われて、あえなく恋人と別れた、

というベトナム人の学生も多くいるのが現状。企業

の面接も大学進学、最低でも専門卒であることを条

件にしているところがほとんどで、大学を卒業して

いない若者は、タクシーの運転手や大型トラックド

ライバー、ショッピングセンターのスタッフなどと、

昇給ができないプチカースト制度が現在のベトナ

ムです。ですので、「なんでもっと給料の高いところ

に就職しないの？」、「大学は出たの？」などと効く

と、相手によっては嫌な顔をされるかもしれません。 

 

3. ベトナム人はカフェに生きる 

旅行者も知っての通り、ベトナムは古くは約 80年

もの間フランスに支配されていた歴史があります。

そこで現在も浸透しているフランス文化の一つが

「カフェ」。ホーチミン市内にはいたるところにお

洒落なカフェがあり、これらは旅行者はもちろん、

ベトナム人にとっても貴重な憩いの場所。「食べる

＆飲む＝アン・ウン」というベトナム語があります

が、これはお腹が空いたという意味ではなく、カフ

ェに行きたいという意味。ベトナム人の女性は常に

お洒落なカフェを探すのに夢中。夜になると、ライ

トアップされてロマンティックな空間を創るカフ

ェもあれば、シンガーを読んで生演奏を開催するカ

フェもあります。旅行の楽しみでもありますね。ち

なみに、この手のお洒落カフェはハノイよりもホー

チミンが断然多いです。 

また、夜は道端の屋台も大変賑わいます。こちらも

ベトナム人の習慣の一つ。年齢、性別、収入関係な

く、ベトナム人はみんなが屋台好きです。夜にホテ

ルで過ごすのはもったいないので、是非外の町に繰

り出してみてください。昼とは打って変わる昭和じ

みた光景をみることができるでしょう。 

 

4. ベトナムとアメリカの大統領とは 

ベトナム訪問中のオバマ大統領が 23 日夜、夕食

に訪れたのは、ハノイのブンチャー（つけ麺）店「Bun 

cha Huong Lien」。現場に溶け込む大統領と、無関係

に食事をする周囲の市民も多く集まっていました。 

一方、この晩の、ベトナムでの歴史的ディナーは「総

額6ドル」だったそうです。 

 

5．5つ星ホテルが安い 

憧れのファイブスターホテルにも比較的安く宿

泊できるのも、ベトナムを選びたくなる大きな理由

の一つ。特に中高年世代の方にとって東南アジアは

「汚い」、「不衛生」といった印象が強いものです。

3 つ星程度では満足いくサービスを受けることは難

しいと言えるでしょう。ハノイやホーチミンといっ

た都心の中心には 10 以上の 5 つ星ホテルが建って

いますが、ホテルによっては 1万円程度で宿泊する

ことも十分可能です。学生旅行者も多いベトナムで

すが、大学生が格式高い 5つ星ホテルを利用してい

る様子も普通に見ることができます。 

 

6.水上マーケット 

水上マーケットの朝は早く、5 時頃にはすでに多

くの船が集まっています。ピークは 5時～8 時頃ま

卓 話  
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で。マーケットは正午過ぎまで行われていますが、

船の数は徐々に少なくなってきます。ですので、お

すすめはピークの時間帯。かなり早いので、寝坊し

ないようにしましょう！ 

7.ベトナム人サッカー大好き！ 

Vietnam vo dich! （ベトナム チャンピオン！） 

試合がはじまる前に，普段から若者で賑わうグエン

フエ通りが、大勢の人数で集まります。勝つと道は

国旗や国旗のよう服を着、道で嵐のようです。お正

月より楽しいです。 

 

8. 祝日 

◆ベトナムの祝日：旧正月–テト(2019年 2月 5日） 

ベトナムでは旧正月を「テト（Tet）」と呼びます。  

期間は毎年異なりますが、2019年は2月5日が元 

旦となり、その前後も祝日となります。2月2日 

～2月10日まで、最大 9連休になると労働傷病兵 

社会省より通知されています。 

テトは1年で最も大きなイベントとなるため、2 

週間ほど前から街中は準備で忙しくなり、師走の 

アメ横状態です。家族の絆が強いベトナムでは、 

テトに親戚一同が集まって宴会を開きます。その 

ため、日本と同様に帰省ラッシュで交通機関が混 

雑します。連休を利用して国内旅行に出かける人 

も多く、ホテルはどこも混み合います。 

そして、テトに食べる料理といえばバインチュン

（Banh Chung）です。バインチュンは、もち米の中 

に緑豆の餡や豚肉を入れたベトナム版ちまき。こ 

の他にも色々なテト料理がありますよ。家には花 

や植木を飾って、家族みんなで料理を食べて、談 

笑して楽しみます。 

◆フンブオン王の命日（2019年4月14日） 

紀元前に初めてベトナム北部～中部を統一した

とされる、フンブオン王（フン王）を祀る日です。

旧暦3月10日に行われ、2019年は4月14日が命

日にあたります。 

この日は東北部のフート省（Phu Tho）にあるフン  

寺で、盛大な祭礼が行われます。ベトナム中から 

400 万人もの人々が訪れ、伝統的な儀式や演奏、

催し物を楽しみます。 

◆ベトナム女性の日（2019年10月20日） 

1930年、ベトナム女性組合が発足したことを祝う  

日です。女性の日は年に 2回あり、3月8日の「国 

際婦人デー」、10月 20 日の「ベトナム女性の日」 

がこれにあたります。 

ベトナム人男性がバラの花やプレゼントをあげ

たり、感謝の気持ちを伝えるなどして、社会にお

ける女性の貢献を讃えます。当日は贈り物を持っ

た男性で溢れかえるので、初めて女性の日を過ご

す方は、少し驚かれるかもしれません。 

◆ベトナム先生の日（2019年11月20日） 

日本では聞き慣れない祝日かもしれませんが、こ  

の日は日頃お世話になっている先生に、花やプレ 

ゼントを渡すとともに感謝の気持ちを伝えます。 

ベトナムではとても大切にされている記念日で 

す。当日は学校主催のイベントが開催されるなど、 

先生と生徒達が交流を深める機会となっていま 

す。 

 

9.ロータリーと私 

早いもので、そろそろ 1年も経ちました。楽しい  

一年でした。知らない間に私と皆様が家族のよう  

な毎月の集まりと思いました。顔も慣れ、声も聞 

きやすくなりました。留学生活から就職のことも 

相談に乗って頂きました。申し訳ながらありがと 

うございます。後、残りの2ケ月もどうぞ、よろ 

しくお願い申し上げます。 

＊参考文献  ブログ[ベトナム王] iconicJob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テト 街の様子 

cảm ơn 
ありがとう 

ございました 
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会長 澤井 久和 

 

改めまして、新年明けましてお

めでとうございます。 

上半期も過ぎて、下半期に突入し

ましたが、気がつけば半年が過ぎ

ました。本当に時が進むのが早い

とつくづく感じます。 

下半期も開口神社で特別例会、新春合同例会、北輪

会、タイでの国際奉仕、親睦旅行、最終例会 他 ま

だまだ行事、奉仕活動がありますが、まず会員の皆

様の健康、元気を願います。 

下半期もロータリーを楽しんでいけたらと思って

おります。 

どうぞ 下半期も よろしくお願いいたします。 

 

ロータリー三大義務 

・出席の義務 

・購読の義務 

・会費納入の義務 

 

因みに 次年度のRIのテーマが発表されました。 

Rotary Connects The World  

2019-2020年度ＲＩテーマロゴ 

 

 

 

広報委員会 

「ロータリーの友 1月号のご紹介」 

広報委員 嶽盛 和三 

 

ロータリーの友 1 月号のご紹介を

いたします。 

ぜひご一読ください。 

【横組み】 

Ｐ3 ＲＩ会長メッセージ 

 バリー・ラシンＲＩ会長は、職業奉仕は定義する

のは難しいかも知れませんが、説明するのは簡単で

す。端的に言えば、ロータリーと職業が重なり合う

ところ、つまり仕事を通じてロータリーの理念を実

践するのが職業奉仕であると自己の経験を述べて

います。 

私が思う職業奉仕は、タクシーのドライバーであ

れば、お客様を目的地に運ぶのが職業ですが、足が

不自由で荷物を持った方を、その方の家の玄関まで

お連れするのが職業奉仕であり、私の職業であれば、

故人の供養（法要、葬儀）でおつとめをするのが職

業ですが、その方々の悩み、相談等を受けて、説明

してあげるのが職業奉仕と考えます。 

Ｐ7～17 特集 職業奉仕「今に生きる職業奉仕」 

Ｐ31 よねやまだより「金八先生に憧れて」 

Ｐ32～33 地区大会略報Ⅱ 

Ｐ54（縦組みＰ23）俳壇・歌壇・柳壇 

 柳壇 堺清陵ＲＣ 物種 唯修 氏 

Ｐ56（縦組みＰ21）卓話の泉 

 「がん探知犬について」 

Ｐ63（縦組みＰ14）友愛の広場 

 「財団学友の今」 

 泉大津ＲＣ  藤原 重行 氏 

（元2640地区財団委員長） 

当クラブの卓話にも来て下さった元財団国際親

善奨学生の野口万里子さんのことが掲載されてい

ます。 

 

 

「ガバナー月信 1月号掲載のご報告」 

広報委員長 米澤 邦明 

 

先般、ガバナー事務所へ「米山奨

学生 フォンさん結婚おめでとう」 

～例会でサプライズの結婚お祝い～ 

のタイトルで当日の様子を寄稿した

ところ、ガバナー月信 1月号のクラ

ブ活動報告のページ（Ｐ24）に掲載されました。 

是非お目通しください。 

また先日、米山記念奨学会にもこの様子を掲載した

週報を送付し、報告しております。 

 

 

 

【1月18日例会】 

澤井久和会員 下半期もよろしくお願い致しま 

す。 

委員会報告 

 

時間 

 

会長の時間 

ＳＡＡ報告 

 

時間 
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池田茂雄会員 「トランプ・インターナショナルホ

テル ワイキキ」に泊まってまいり

ました。楽しかったでーす。 

國井 豊会員 今年もよろしくお願い致します。又、

結婚祝いをいただき、ポール・ハリ

ス・フェロー（5回）もいただきまし

て、ありがとうございました。 

北側一雄会員 2019年明けましておめでとうござ 

います。今年も宜しくお願い致しま 

す。 

那須宗弘会員 フォンさん本日の卓話楽しみに拝 

聴致します。 

中田 学会員 家内の誕生祝いありがとうござい 

ました。今年も宜しく。 

米澤邦明会員 ２月1日の例会は白木さんの入会式 

です。お誘い合わせの上、大勢でお 

迎えしましょう。 

綿谷伸一会員 会員の皆様今年もよろしくお願い 

致します。又、年始から奥野晴明堂 

様には大変お世話になりました。 

嶽盛和三会員 明けましておめでとうございます。 

本年もよろしくお願い致します。 

藤永 誉会員 今年も罰金スタートです。 

 

【1月3日（木）特別例会】 

奥野圭作会員よりニコニコをいただきました。 

遅ればせながらご報告いたします。  

             合計 ６０，０００円 

 

◆米山奨学特別寄付・・・米澤邦明会員 

            嶽盛和三会員 

    

 

 

（1）本日の配布物 

 ・週報  ・ロータリーの友 1月号 

 ・ガバナー月信1月号Ｐ24（クラブ活動報告）  

・忘年家族会集合写真  

（2）新入会員 白木敦司氏の入会式のご案内 

  2月1日（金）例会におきまして入会式を執り 

行いますので、皆様ご出席よろしくお願いいた 

します。 

 

（3）例会日予定変更のお知らせ 

・3月の出羽ノ海部屋ちゃんこ例会ですが、 

当初9日（土）となっておりましたが、8日（金） 

へ変更し、8日は通常例会から夜間例会といたし 

ます。 

・その他、日程は変わらないものの例会内容が変更 

されている日がありますので、下記理事会議事録  

をご確認ください。 

 

 

 

第７回定例理事会 

理事会構成メンバー 

 澤井、木畑、山中、坂田、笹山、塩見、中田、 

那須、藤永、綿谷、辰、小西、平野、池永 

（会計監事 池田） 

日 時  ２０１９年１月１８日（金）例会後 

場 所 「南海グリル天兆閣別館ローズ」 会議室 

議 案   

１．堺９RC連絡会の報告 － 確認 

２．新入会員 白木敦司氏 入会式の件 

  ・2月1日（金）例会にて入会式 － 承認 

３．上半期会計の件 

 ・池田監事より報告 － 承認 

４．例会変更の件（ちゃんこ例会・拡大例会） 

 ・1月25日田口会員卓話 変更 

 嶽盛会員による「今年度の拡大例会について」  

に変更 － 承認 

 ・2月1日国際奉仕フォーラム 変更 

 外部卓話 － 承認 

・3月9日ちゃんこ例会 変更 

 3月8日の夜間例会「出羽の海部屋ちゃんこ」 

に変更 － 承認 

５. 堺清陵ＲＣの創立30周年記念式典について 

 ・3月3日（日）ホテル・アゴーラリージェンシ 

ー堺にて挙行 

澤井会長出席 

   お祝金30名×1,000円＝金30.000円            

－ 承認 

６. その他 

  ① 40周年準備委員会立ちあげ  

 2 月 1 日までに組閣を山中会員にて決定               

－ 承認 

   （2月 22 日のテーブル会議にて議題にする） 

② 堺市民会館協力金 － 検討中 

 

 

１２月度９ＲＣ連絡会議事録 

日時：平成30 年12月 21 日（金）17：30～ 

場所：アゴーラリージェンシー堺 

26F「サファイア」  

幹 事 報 告 

 

そ の 他 
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＜議案＞ 

１．新春合同例会の最終お願いの件（堺東 RC）  

 堺東ＲＣ 吉村登志子会長より新春合同例会出 

席の依頼あり。 

  日 程 平成３１年１月１０日（木） 

  場 所 ホテルアゴーラリージェンシー堺 

４階 ロイヤルホール 

       受 付：10時30分～ 

       例 会：11時～ 

       互礼会：11時45分～ 

2. 次年度（2019-2020年度）新春合同例会開催日 

の件（堺北ＲＣ） 

 堺北ＲＣ 澤井会長より、次年度の新春合同例会 

開催日の連絡 

   日 程 ２０２０年１月９日（木） 

＊次回連絡会は、開催日時 

  平成３１年１月２１日（月） １４：３０～ 

  場所 ホテル アゴーラリージェンシー堺３階  

  ホスト 堺南ロータリークラブ  

 

 

堺東ＲＣより 

「第８９回“互輪会”開催のご案内」 

堺東ロータリークラブ 

会  長    吉村登志子 

互輪会実行委員長 中村 清嗣 

 

下記要項で互輪会を開催いたしますので、ご多忙

のこととは存じますが、多数の皆様のご参加をお願

い申し上げます。 

 

日 時 ２０１９年４月１１日（木曜日） 

受付時間／各自スタート３０分前に受付を 

お済ませください。 

スタート／一組目 午前８時００分から７ 

分毎に、北→西 西→北に分かれてラウンド 

します。 

場 所 天野山カントリークラブ 

堺市南区別所１５４９－４６ 

参加費 １０，０００円 

（賞品・懇親会費・諸経費とします） 

 

＊クラブで取り纏めて登録いたしますので、お申

し込みは堺北ＲＣ事務局までお願いいたします。 

〈締切りは2月22日（金）まで〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月度米山奨学金支給 フォンさん 

 

皆出席表彰  藤永 誉 会員（第７回） 

 

例  会  風  景 

國井 豊 会員 
ポールハリスフェロー(５回目)表彰と結婚記念お祝い 

綿谷 伸一 会員 
ポールハリスフェロー(3回目)表彰と誕生日お祝い 

堀畑会員より乾杯のご発声をいただき、2019年第1回目
のホームクラブ例会をお祝いしました 

 


