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熊谷南ＲＣテーマ ： 情緒豊かな一年に…
第７９５回例会
第７９５回例会 会報

本日のプログラム １１月
１１月５日（水）
親睦例会

会

長

挨

拶

会長 植竹 知子
今晩は。先週はかなり大型の台風が来るという予報
だったので出かけず家で過ごした方が多かったので
はありませんか。
私は、
岡本さんの会社でクローゼットを作って頂き、
衣類の整理をまる一日かけてすることができました。
しかし、2 個ぶんのクローゼットができたはずなの
ですが、いれたら又もやパンパンになってしまい、
結論的には捨てるかもう買わないことがよいのでは
……？ということに成りました。
本日は米山奨学生のチャン、チェンさん、地区役員
の島崎様、行田さくら会長半田様ようこそお越し頂
きました。歓迎申しあげます。
さて先週は緊張感のある中ガバナー公式訪問が無事
終了し、初の試み RLI 方式の協議会も活発な意見が
出され有意義だったかと思います。
又、10/11 紫雲閣にて「地区決議会」という会合に
出席して参りました。当地区では初めての開催だそ
うで、2013 年オーストラリアからの提案で始まった
ようです。パストガバナー何人か欠席の方もあり少
し疑問もありましたが大人の会合でほぼ賛成という
ことで決議されました。
報告させていただきました。
又、来月は移動例会が多ございますのでご注意くだ
さい。
本日各委員長さんより発表していただきます。
秋は何かと行事多いですが都合をつけて参加くださ
い。きっとなにがしかの発見があるはずです。
それから、ガバナー公式訪問の際同行者としてお越
しになられた地区の福幹事月信担当の奥田様より米
山奨学生のチェウンミさんの熊谷市国際スピーチコ
ンテストで最優秀賞をとった件を記事にしたいとの
申し出がございました。大変光栄なことなのでお願
いをしましたので合わせてご報告させていただきま
す。
以上

幹

事

報

告
幹事 中島 勉

１． 地区より
＊国際ロータリー第 2570 地区 地区決議会報
告
＊第 32 回合同奉仕活動の開催について
＊日豪青年相互訪問団員候補者募集案内
２．ロータリー米山記念奨学会より
＊ハイライトよねやま１７５
３．熊谷南ＲＣ 第 792・793 回 第 794 回会報
以上が届いております。

卓

話

米山記念奨学生 ヴ・チャン・チェンさん
熊谷南 RC の皆様こんにちは！
卓話にお呼びいただきありがとうございます。
ヴ チァンチェンと申します。埼玉大学工学部機
械工学科４年生で、
熊谷 RC にお世話になっています。
出身はベトナムのナムデイン省です。ナムデイン
省はハノイから１００キロ位離れているところで、
工業が全然発展していないところです。
ベトナムのことを少し紹介します。ベトナムの正
式名称は「ベトナム社会主義共和国」
。首都はハノイ
で、公用語はベトナム語です。面積は日本の 9 割ほ
どで、人口は約 9000 万人います。ベトナムは５４の
民族があって、その中でキンという民族が人口の９
割ぐらいです。殆どの少数民族の人は山地にすんで
います。
９０年代のドイモイ政策以降、市場経済制の導入
などにより、経済は急成長を続けています。古くは
インドシナと呼ばれ、インドと中国の間で地理的に
重要な位置にあったベトナムでは、古くから盛んに
交易が行われてきました。現在の平均年齢は 27.4
歳で、平均年齢が 44.6 歳の日本と比較すると、非常
に活気に満ちた国であることがわかります。
ふつうベトナムには三つの性格が地質や資源や気
候などによって作られていると言われます。ハノイ
を中心とする北部、ダナンを中心とする中部、サイ
ゴンを中心とする南部の三つです。
北部人は勤勉で、忍耐心に富み、思考が計画的と
言われます。 南部人はお人好しで、怠けもので、
情熱的、衝動的であり、心で考えていることをすぐ
口にだします。中部人はこの北と南のあいだをふら
ふらゆれている性格である。一つの特徴としては、
海と山にはさまれてたいへん貧しいから、節約が上
手です。
ベトナム戦記という小説に日本人の小説家はこう
語りました。もしここでひとつの会社でやったとす
る、指令をだして計画をたてるのはきっと北部人で

すよ。デモの先頭にたってビラをまいたり旗をふっ
たりするのは南部人です。中部人はあっちへいった
り、こっちへいったりします。非常に面白い視線だ
と思います。
米山記念奨学生になって沢山変化がありました。
一年前の自分は本当に困難な状況にあったことを
思います。アルバイトで生活費及び学費をカーバす
ることができなかったので、大学の学生支援課から
お金を借りるまでしました。
奨学金をもらえなかったら、今はまだ新聞配達の
アルバイトをしていて、まだ返済出来ないと思うと
ロータリアンの皆さんに感謝する気持ちがいっぱい
になります。
一年前の自分は試験日の前の夜でも休めなくて、
寝不足で集中力が劣れるため計算ミスをしたり、試
験の時間に眠ってしまったりしました。さらに、3
年生になって実験やセミナーがあり、レポートが多
かったので時間が欲しかったです。一番忙しい時に
奨学金を頂き、助かりました。
そして、私が心から書いた作文は読む人の心に伝
えることができたと思い、心と心の触れ合いの大切
さを感じました。
この一年半は、多くのイベントで他奨学生と仲良
くなり、楽しい日々でした。毎回のイベントまで楽
しみにして、皆さんと楽しんで帰りました。2013 年
9 月の研修旅行で、初めて富士山に足を踏み、日本
に来てから初めての旅行でした。また、一番楽しか
ったのは 12 月のクリスマス会で皆一緒に計画し、
実
行できたことです。
心と心の触れ合いを感じました。
ふと、日本に来る前にベトナムで日本語学校を通
ったときの校長先生から教わった教訓を思い出しま
す。
「他人に対しては、素直であること。そして、誠
実で熱心な態度で接すること。また、謙遜する気持
ちを忘れないこと」ということを誓いました。この
精神をもって、奨学生として活躍していきます。
米山記念奨学会そして奨学生をご支援し続けて頂
きますよう宜しくお願いします。
ありがとうございました。

委 員 会 報 告
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例会日 １０月１５日
会員数
出席
欠席
出席率
MU
２２
１３
９
０
５９％
お客様：米山記念奨学生 ヴ・チャン・チェンさん

地区米山奨学学友委員会副委員長 島﨑義春様
行田さくらＲＣ会長 半田太様



ニコニコ BOX・異業種交流 BOX

植竹知子会長
チャンチェンさん、島崎米山副委員長様、半田行
田さくら会長様、本日はようこそお越し下さいま
した。又、卓話よろしくお願い致します。
中島勉幹事
ロータリー米山記念奨学学友委員会副委員長島﨑
義春様、行田さくらＲＣ会長半田太様、米山記念
奨学生ヴ・チャン・チェン様、ようこそ熊谷南Ｒ
Ｃへ。本日の卓話よろしくお願い致します。
行田さくらＲＣ 会長・半田太様
本日はお世話になります。昨年までこちらの会員
でした李一孝の義弟になります。在籍中はお世話
になりました。義弟にかわり御礼申し上げます。
地区米山記念奨学学友委員会副委員長 島崎義春様
本日はよろしくお願いします。会長が終わったら
熊谷南ＲＣに半田太を差し上げます。ただしもの
すごく、性格が悪いです。
米山記念奨学生 ヴ・チャン・チェンさん
熊谷南ＲＣの皆様こんばんは。隣の熊谷ＲＣでお
世話になっておりますので、やはり身近な感じが
します。さいたま市では、朝から雨が降っていた
ので、夕飯は外食にしようと思いましたが、熊谷
南に来てよかったと思います。今日はよろしくお
願いします。
岡本庄一郎会員
行田さくら半田太会長、台 2570 地区米山奨学学
友委員会副委員長島﨑義春様、ようこそ熊谷南ク
ラブへいらっしゃいました。又米山奨学生のヴ・
チャン・チェン様、卓話宜しくお願い致します。
井上哲孝会員
米山記念奨学生ヴ・チャン・チェンさん、行田さ
くらＲＣ半田会長、
島﨑様ようこそ熊谷南ＲＣへ。
本日は宜しくお願いします。
石井一則会員
行田さくらＲＣ半田会長、島﨑様、米山奨学生の
ヴ・チャン・チェン様本日は熊谷南ＲＣへようこ
そ。卓話よろしくお願いします。
島﨑次弘会員
地区米山記念奨学学友副委員長 島﨑義春様、行
田さくらＲＣ会長 半田太様、本日はようこそ熊
谷南ＲＣへおいで下さいました。大歓迎です。米
山記念奨学生のヴ・チャン・チェンさんもようこ
そ。卓話大変楽しみにしております。よろしくお
願いします。
兒玉達紀会員
米山記念奨学生ヴ・チャン・チェンさん、行田さ

くらＲＣ半田会長、島﨑さんようこそ南ＲＣへ。
本日はどうぞ宜しくお願いします。
清水保人会員
米山記念奨学生ヴ・チャン・チェンさん、卓話よ
ろしくお願い致します。
行田さくらＲＣ半田会長、
そして島﨑様ようこそ。本日はよろしくお願い致
します。
棚澤正行会員
第 2570 地区地区役員行田さくらＲＣ、島﨑義春
様、弟さんにはいつもお世話になっております。
本日はお役目御苦労様です。米山記念奨学生、ヴ・
チャン・チェンさん本日はようこそ南クラブへ、
卓話よろしくお願いします。
岡部俊之会員
今日から高田会員が久々出席するとの事だったの
で楽しみにしていたんですが、台風も過ぎたので
ぼちぼち出てくるでしょう。ヴ・チャン・チェン
さん、卓話楽しみにしています。
渡邊藤男会員
米山記念奨学生ヴ・チャン・チェンさん、行田さ
くらＲＣ半田会長、
島﨑さん、
ようこそ南ＲＣへ、
本日宜しくお願い致します。
小野寺弘行会員
米山記念奨学生ヴ・チャン・チェンさん、行田さ
くらＲＣ半田会長様、島﨑様、ようこそ熊谷南Ｒ
Ｃへ。宜しくお願いします。
[異業種交流ＢＯＸ]
岡本庄一郎会員→植竹様
先日 10 月 11 日、籠原駅南口自衛隊通りに、リフ
ォーム専門店「リフォームデポ熊谷店」をオープ
ンしました。ぜひいらして下さい。植竹さんに依
頼して 90,000 部のチラシを三大新聞に入れまし
た。大分好評です。ありがとうございました。

季節のたより
先日秩父へ行ってきました。コスモスが盛りでした。
会報・広報委員長

熊谷南ロータリークラブ
熊谷南ロータリークラブ
会報・広報（IT）委員会

加藤 公一

加藤公一・長谷川信

TEL 048-522-6143 FAX 048-522-6153
E-mail: ksr@kumagaya-south-rc.com
本日のニコニコＢＯＸ投函金額
15,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函金額
1,000 円
本年度ニコニコＢＯＸ投函合計金額 210,000 円
異業種交流ＢＯＸ投函合計金額 21,000 円

http://kumagayahttp://kumagaya-southsouth-rc.com/

