
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2211例会 平成 30年 12月 20日  

ソング：我らの生業 

行 事：忘年家族例会 

 第 2210回例会 平成 30年 12月 13日の記録  

 
 会長の時間  山門弘毅 会長 

  

今年の漢字は「災」とニ

ュースでみました。確か

に、2月に北陸の豪雪、6

月に大阪北部地震、7 月

西日本豪雨、9 月には北

海道地震や台風 21 号に

よる大きな被害と自然災害が多く、その字の

ごとくと納得しました。この発表があると一

年を振り返る時期であり、振り返ってしまう

と非常に一年が過ぎるのが早く感じてしまい

ます。一年の出来事を振り返ってみると、3月

森友文書改ざんで国会紛糾、4 月に愛媛の刑

務所から受刑者が脱走し１カ月近く逃亡した

事件、5 月日大アメフト部選手の危険タック

ルで世間を騒がせ、芸能ごとでは西城秀樹さ

んがお亡くなりになり、安室奈美恵さんが引

退されました。熊野に来たこともある大谷翔

平選手がメジャーリーグで新人王を獲得し、

日産ゴーン会長が逮捕され現在も取り調べが

続く。いろんなことがこの一年にありました。

個人的にはわりと平穏で、出来事としては長

女が大学を卒業し就職したこと、長男が大学

に入学し、我が家は妻との二人きりになって

しまった事。難儀なのは 7 月からロータリー

会長になったこと。でも案外楽しくやらせて

頂いており、一文字漢字にすると「楽」です。

皆さんの生活は振り返るといかがでしたでし

ょうか。師走ですので一年を振り返ってみる

のも良いことですが、年の瀬にかけてバタバ

タする事が多く、振り返ってばかりもいられ

ないとも思います。私も会長職ちょうど折り

返しに入りますので、しっかり前を向いて進

んで生きたいと思いますので、引き続き皆様

ご協力いただきますようお願いいたします。 

        

 

 幹事報告  片岡博也 幹事 

▼鈴鹿ベイ、伊勢、松阪東、松阪山桜、松阪、上野ロータリークラブより例会変更のお知らせが届

いております。 

▼直前ガバナー事務所より地区記録誌が届いております。 

▼RI 日本事務局よりハンブルグ国際大会早期登録料金の適用期間についてのご案内が届いており

ます。 

▼伊勢中央、横浜戸塚西、桑名西ロータリークラブより週報を戴いております。 

  

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･4 19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324 三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kumanorc.com 

 2018-19年度 会 長 山門弘毅  
       副 会 長 濵口佳丈  

幹 事 片岡博也 
会報委員 濱田直美 

 

歴史を作るカウントダウン 



 地区米山記念奨学部門副委員長 佐野寿様  

皆さんこんばんは。RI2630 地区米山記念奨学

部門委員会副委員長佐野寿です。鈴鹿シティ

RCより出向しております。本日は「米山記念

奨学事業の周知」という事で、松本委員長の

ご依頼を頂き米山奨学生レ・ティ・ヴィン・ 

フォアさんと、鈴鹿シティ RCの仲道紀子会員

との三名でお邪魔しました。まずは、私的な

ことでございますが、顔見知りも多々お見え

になりますが、野球部の皆様、本年９月に行

われました中日本ロータリークラブ選抜野球

大会へのご参加ありがとうございました。あ

のような結果になってしまし、大変申し訳な

く思っています。実力は、熊野さんの方が上

かと思います。来年も、

鈴鹿シティ RC が主管

させて頂きますので、

是非ともご参加下さ

い。ここから本題に入

ります。米山記念奨学

事業とは、皆様の寄付金にて運営され、日本

で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し支援を

しています。現在、当 2630地区では 16名（三

重 7 名・岐阜 9 名）奨学生が居ます。その奨

学生を各 RC が世話クラブとしてお世話をし

て頂いております。先日、11 月 11 日の次期

世話クラブ説明会に糸川エレクトに来て頂き

ありがとうございました。来年度、是非とも

熊野 RC 様に世話クラブをお受け頂きますよ

うお願い致します。よく、奨学生受入？ホー

ムステイ先が無い？お世話が大変？等拒否さ

れますが、米山奨学生はひとりの大人です、

自立して生活を送っています、ホームステイ

先を探す必要はありません。世話クラブとし

ては、月 1 回程度例会参加させ奨学金を手渡

しして頂きたいのです。そして、クラブの事

業その他の行事に参加させて、クラブメンバ

ーと触れ合って欲しいのです。そうする事で、

皆様が奨学生の素晴らしさ米山記念奨学事業

の良さが分かって頂けるかと思います。私が

説明しているより、直に米山奨学の話を聴い

て頂ければと思います。米山奨学レ・ティ・

ヴィン・フォアさんです。 

 

 2018学年度ロータリー米山記念奨学生 レティーヴィンホア様 

 

はじめまして。こんばんは。私は鈴鹿シティ

RCの米山記念奨学生、レティーヴィンホアと

申します。本日、卓話

のために貴重なお時

間を頂き、誠にありが

とうございます。本日

はよろしくお願いい

たします。初めての卓

話でまず自己紹介か

ら、卓話をさせていただきます。現在、私は、

鈴鹿大学・国際ビジネスマネジメント 3 年生

に在籍しており、再来年の 3 月に卒業見込み

です。学校生活は毎日とても楽しく、色んな

国の友達ができていて。それと学校の茶道部

や着物体験を参加しました、とても幸せです。

こちらの写真は大学の野球部です。鈴鹿大学

の野球部は三重県出身の学生だ 

けではなく、県外からも来ています。たとえ

ば熊本・京都・愛知県など。一人ずつ助け合

い協力しましたが、残念ながらあまり良い結

果につながりませんでした。熊野クラブは強

いと存じているので、いつか私の大学の野球

部も皆様のように強くなることを願っていま

す。私の出身はベトナムです。子供のころか

ら日本のことが大好きでした。日本はベトナ

ムと比べて常により多くの災害に見舞われて

いる国でありますが、日本はすべての困難を

乗り越えて、経済状況、治安とも世界トップ

ランクの国となっています。また日本の教育

水準の高さは世界中に広く知れており、「こ

のような先進国で勉強するのはどんなに面白

いだろうか」とずっと思っていたので、ベト

ナムから日本に留学へ参りました。来日して

から約 5 年になり、日本は相変わらず私の想



像と同じ素敵

な国です。私の

国ベトナムは

日本と同じく

南北に長い国

でございます。

北は中国・西は

ラオス、カンボ

ジアと接して

いる国です。飛

行機で行くと

約５、６時間ぐらいかかります。少しベトナ

ムの簡単な情報についてご紹介したいと思い

ます。★次は日本・ベトナム文化の違い点に

ついてご紹介したいと思います。１．大抵の

方はまずバイクの洪水にびっくりされ、交通

ルールにも相当な違いがあることに驚きます

が、一番びっくりするのが右折（日本の左折）

時に全く左を見ずに減速もせず曲がります。

逆側から見ると直進車が脇から出てくる車両

を見て避けないといけない。実は私が見ると

「ぶつかる～！」とヒヤリとしましたが、し

かし意外とぶつからないです。これはこれで

秩序はあるようです。隣の車線から割り込み

方も相当なものです。日本だったら口論にな

るでしょう。２．ほとんどのタクシードライ

バーも地図を見るのが苦手です。しかし反面、

市内の通りの名前をほとんど覚えていて、一

方通行も暗記して、あの交差点を右に行って

～左に行って～と適切なルートで行ける能力

があり、観光客は「すごい」と感動します。

３．歩行者優先じゃなくクルマ優先。日本だ

と歩行者優先。これが当たり前ですがベトナ

ムでは違います。道路に対する占有率が高く、

スピードもあるためバスなどの大型車の走行

が最優先になってしまっています。道路を渡

る時など日本と同じ感覚でいると危険なので

注意してください。ベトナムではバイクの 3

人、はては 4 人乗りまでよく見かけます。こ

れはベトナムでも通常は違法なのですが、子

供は 2 人までは乗車人数に含まれないという

変わったルールがあります。４．かかぁ天下：

ベトナムのことを Web 検索していたら、ベト

ナム人との既婚者の話を聞くと、ベトナム人

女性の特徴で「嫉妬深い」とかよくみます。

17：00を過ぎて帰らないとメールが 5分おき

にくるとかの笑い（？）話がよくあります。

ベトナムには妻の権力が夫より強い夫婦関係

のことです。旦那さんは友達とどこかで食事

をしていると、大抵、数十分毎に奥様から確

認の電話があります。食事中の相手との写真

やビデオで証拠として送る対応をされていま

す。嫉妬深いのか、かかぁ天下なのか、と感

じます（もちろん日本でも当然そういうご夫

婦はおりますが、ベトナムでは 95％）もちろ

ん浮気などして発覚した時には、旦那様はど

うなるか私もよく言えませんが、ベトナムの

既婚男性はみな口をそろえて自分の妻は世界

一恐ろしいと嘆くことがよくあります。５．

ベトナムに珍しいもので私も食べられないも

の：「犬」「猫」「ワニ」「サソリ」「コウモ

リ」「カエル」「ヘビ」「孵化した卵」などの

料理があります。また、ご飯に汁をかけて食

べる行為、日本では「猫飯」とされ公共の場

ではマナーが悪いとされますが、ベトナムで

は一般的です。ご飯もスープも一緒の器を使

うためと言われます。★皆さんはご存知でし

ょうか？ベトナム人は時間にルーズだという

ことを。仕事でもプライベートでも遅刻が当

たり前です。最後は米山ロータリー奨学生と

して感じたことについてお話ししたいと思い

ます。今年の 4 月からロータリー米山奨学生

になれたことは本当に光栄の至りでございま

す。この奨学金のおかげで、私の留学生活に

非常に助かりますと学習に集中でき、勉強に

関するは順調に進めてきました。私がお世話

になっているクラブは鈴鹿シティーです。初

めて参加させていただいた時は、参加する

方々の人数も多いし、奨学生は私一人しかい

ないので、戸惑ってしまい、どうすればよい

のか分かりませんでした。そして皆様にお話

しさせていただくべきですが、正直、私は何

を話せば良いのかも分かりませんでした。し

かし、鈴鹿シティーロータリークラブの皆様

はとても親切でやさしく私に声をかけ、毎週

の例会に私の母語で挨拶をして頂き、本当に

米山記念奨学会 

シンボルマーク 



嬉しかったです。この優しさは私にだけでは

なく、ベトナムにいる子供たちにももらいま

した。実はベトナムでは初中等教育（日本で

の小中課程）を義務教育としており、就学率

は 95％以上となっています。しかしながら、

留年や退学などの原因により残存率は80％程

度となっている他、地方部においては 20％台

との統計も出ています。さらに高等教育では、

成績優秀であっても経済的に恵まれていない

ベトナムの学生が多く、十分な教育環境が与

えられておらず、進学率はまだまだ低調です。

そのことから鈴鹿シティーロータリークラブ

では、将来を担う、学生を奨学金の対象とし

た新たな基金を設立し、その利息により継続

的な支援活動を行うべく、ベトナムの政府機

関者と共にこの「ドクターギエムブーダン＆

SCRC奨学基金設立事業」を行うことと致しま

した。心より感謝申し上げたいと思います。

ロータリー米山記念奨学生になれて、素晴ら

しく、貴重な経験はたくさんありました。例

会に参加する機会をあたえられ、他の留学生

より日本の方と触れ合う機会も増え、日本人

の生活や考え方や習慣がわかるようになって

きました。また、毎月のロータリーの友とい

う雑誌を読んで、ロータリアンは世界の親睦・

平和のために非常に素晴らしい奉仕活動して

いることが分かりました。例会のこと以外、

学業や日本の生活に関する不安について、と

ても優しくロータリーカウンセラー佐野寿様

と相談にのってくださり、日本の親のような

心強いサポーター役をしてくださいました。

私の大好きな日本語は一期一会です。一期一

会の言葉通りに、皆様との出会いを大切にし

ていきたいと思います。 

 

 

 理事会報告  

次年度ガバナー公式訪問を松阪・東紀州グループでまとめて松阪で開催する。 

 

 本日のビジター  

鈴鹿シティーロータリークラブ 佐野 寿様  仲道紀子様   

 

 ニコニコ BOX  

佐野 寿様…米山卓話です。よろしくお願いします。 

仲道紀子様…本日はオブザーバーで出席させていただきました。よろしくお願い致します。 

会長・幹事…レティーヴィンホア様、佐野寿様、仲道紀子様、遠路ようこそお越し下さいました。 

      レティーヴィンホア様卓話ありがとうございました。 

濱田 直美…米山副委員長の佐野様、仲道様、レティーヴィンホア様ようこそいらっしゃいました。 

ごゆっくり。 

松本 幸恭…佐野様、仲道様、レティーヴィンホア様、米山記念卓話ありがとうございました。 

野地俊行、井上登、赤阪俊一、西村昭宏、森岡雅貴、大崎順敬、清水康仁、森本健一、斎藤友紀、

阪口直記…お酒を頂いて。 

 

 

 次回第 2212回例会  

1月 3日：1日（火）初日の出例会に振替 

 出席報告  赤阪俊一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 22名  欠席数 14名 

出席率 61.11% 修正 69.44％ 


