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  ２０１９年１１月 １日（金） No.２７８４ 

 第２８４０回 例会 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 卓話「もう一つのオリンピック、 

          スペシャルオリンピックス」 

    スペシャルオリンピックス日本・和歌山 

       事務局長 

           大田 昌彦 様 

  

  １１月 ８日（金） 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「シャンパーニュの魅力と動向」 
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例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年１０月２５日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５２名  ホームクラブ出席者６５．８２％ 

会長報告会長報告会長報告会長報告    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

こんばんは 

本日は、米山奨学生グェンティ

トウチャンさんが、卓話してくれ

ます。 

地区大会記念ゴルフ大会で、

橋本忠美会員が優勝しました。

おめでとうございます。 

先週ラグビ－で南アフリカ戦で

ベスト4をかけて戦いましたが、

フィジカル、テクニックに圧倒さ

れてしまい、敗れましたが、日本中を歓喜と熱狂に包み、

大会の盛り上がりとラグビー人気をもたらしました。 

今回のワールドカップでは、日本代表の快進撃とともに大

きな盛り上がりを見せ、テレビの視聴率がチームの連勝とと

もに上昇、8強進出を決めたグル－プ最終戦のスコットラン

ド戦では、瞬間最高視聴率では53.7％を記録しました。 

天皇陛下が内外に即位を宣言する「即位礼正殿（せいで

ん）の儀」が22日午後、国事行為として皇居・宮殿で執り行

われました。そして「国民の幸せと世界の平和を常に願い、

国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国および日

本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います」

と述べられことに、胸が熱くなりました。 

さてワールド大阪ロータリーEクラブ久保治雄君発信文書

への対応方策についての御検討方お願いということで、21

日に中野ガバナーから連絡がありました。 

私は、地区問題が既に終結していると思っていましたが、

まだくすぶっているみたいです。 

主な内容として、２０１３－２０１４年度ガバナーの久保治雄

君においては、当地区内においては既にパストガバナーと

して処遇されない人物であるにもかかわらず、パストガバ

ナーなる肩書を付した文書を地区内外に発信し、地区の

活動を阻害し且つ当地区の信用・評価を棄損させると共

に、現職ガバナーの職務遂行を妨害する行為を継続して

いる。このような行為の継続は、もはや看過できない状況

に至っている。地区としての対応の方向を提示させていた

だき、各クラブで今期地区大会を前にしての御検討をお願

いしたいという、旨の連絡でした。 

主な内容として 

１、地区大会の際の選挙人会議に関する誤った批判につ

いて 

２、久保治雄君の７月２３日付文書による地区賦課金に関

する明白な誤論について 

３、ガバナー並びに事務職員に対する根拠のない中傷と

ハラスメントについて 

４、まとめとして、 久保治雄君の行為は、ＲＩ細則の誤った

解釈を基に、現職ガバナーの地区運営を明白に妨害する

行為である。 地区は、久保治雄君をパストガバナーとして

処遇しないことを 

議決済みですが、同君の行為の継続は、もはやＲＩにおけ

るパストガバナーとしての地位自体、同君に許されるべき

ではないと考えられる。よって、地区ガバナーとしては、

近々にＲＩ会長・理事会に対し、同君のパストガバナーとし
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幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

ての資格を奪うべきことを、当地区として要望する行動を起

こす必要があるものと考えている。以上が久保治雄君の言

動、行動に対する、中野ガバナ－からの検討内容です。 

明日からの地区大会で処遇として何ができるかは、わかり

ませんが、我がクラブとして今後必要に応じて理事会で方

向性を見出せたらと考えます。 

知って得する豆知識 

１０月の天気は変わりやすい 女心と秋の空 

毎朝天気予報を見る習慣を身に着けましょう。 

以上をもって会長報告とさせていただきます。 

10月10日、天野山カントリーク

ラブで開催され200数名の参

加者がありました、地区の記念

ゴルフ大会におきまして橋本

忠美会員が見事優勝されまし

た。おめでとうございます。また

参加されたメンバーの皆さん、

お疲れ様でした。 

この度の台風15号、19号で被

災された皆さまにお見舞い申

し上げますとともに一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

そこで地区からの要望もあり当クラブでも義援金を集めた

いと存じます。本日募金箱を回させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

明日、あさってと地区大会が堺の地で開催されます。ご登

録されたメンバーの皆さまはご出席のほどよろしくお願いい

たします。 

最後に27日日曜日に少年柔道大会が県立武道館で開催

されます。直接的には関係無いと思いますが当日ベイマラ

ソンが開催されますので交通にはご留意下さい。本日は以

上です。 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

１）R情報委員会 

 小野正克 委員長 

 第二回インフォーマルディス

カッシングミーティングを2019年

10月28日～11月11日の期間で

行います。 

今回のテーマは以下の通りで

す。 

①和歌山南ＲＣ支援、児童養護施設の中高生に対する 

 インターンシップの実施について 

☆当日、青少年育成委員会からのアンケートにお答えを 

 頂き当番に提出ください。 

②本年度から、例会出席についてメイキャップも含め、大き 

 く変わりました。このことに対して皆さんの意見を聞かせて 

 ください。 

③会員増強についての会員夫々の意識を語り合いましょう 

④2020年－21年度理事指名委員の選出 

 「指名委員会は11月15日（金）例会終了後開催」 

 １班～3班は各2名、4班～7班は各1名選出願います。 

２）青少年育成委員会 

 海堀 崇 委員長 

 青少年育成委員会で養護

施設の子どもたちに喪服の提

供を考えています。 会員の

皆様に喪服を提供いただけ

るものがどれくらいあるかアン

ケートを取らせていただきた

いと思いますのでよろしくお

願いします。 

 10月26日養護施設旭学園

の旭子ども祭りがひらかれます。ご予定の合う方はご参加

いただけますようお願いします。 

３）社会奉仕プロジェクト委員会 

 橋本忠通委員長 

11/9から11までねんりんピックが

開催されます。 

その際11/10.11とテニス会場の

つつじが丘テニスコートで 

和歌山のみかん、梅ぼし、ジン

ジャーエール等を配布します。 

駐車場の問題もありますが、数

名お手伝いいただける方いれば個人的にメールいただけ

れば幸いです。 

４）ゴルフ同好会 

 林 芳史幹事 

 10月10日（木）天野山ＣＣで

開催された2640地区ロータ

リーゴルフコンペにて橋本忠

美会員が見事優勝されまし

た。和歌山 南 ロ ー タ リ ー史

上、3 人目の 快挙と の 事 で

す。 

国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第国際ロータリー第2640264026402640地区地区地区地区    

2019201920192019ーーーー2020202020202020年度年度年度年度    

地区大会記念ゴルフ大会地区大会記念ゴルフ大会地区大会記念ゴルフ大会地区大会記念ゴルフ大会    

 優勝優勝優勝優勝 橋本橋本橋本橋本    忠美 会員忠美 会員忠美 会員忠美 会員 
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卓卓卓卓    話話話話 

「「「「My StoryMy StoryMy StoryMy Story～私が日本～私が日本～私が日本～私が日本    

  に来た理由～」  に来た理由～」  に来た理由～」  に来た理由～」    

    

米山奨学生米山奨学生米山奨学生米山奨学生    

グェン ティ トゥ チャンさんグェン ティ トゥ チャンさんグェン ティ トゥ チャンさんグェン ティ トゥ チャンさん    

    
Slide1: 

初めまして、私は グエンティトゥチャン と申します。 

ベトナムから来ました。現在、大阪観光大学。観光学部。3

年生です。 

和歌山南クラブのカウンセラーは栗本さんです。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

Slide２： 

今日の卓話する目次は三つの内容があります。 

一つ目はベトナムの紹介 

二つ目はマイストーリー（私が日本に来た理由） 

三つ目はロータリと出会って、自分の変化 

という内容を順番に参りたいと思います。 

Slide3: 

まずはベトナムについて、ベトナムはどこにあるかそしてど

んな国なのかをご紹介いたしたいと思います。 

世界地図を見ると、ベトナムはここにあります。日本の南西

に位置し、中国、ラオスとカンボジアに接しています。面積

は日本とほぼ変わりませんが少し小さいです。 

また、みんな様がご覧になっていただきたいのはこちらの

ベトナムの地図です。ベトナムは3分を分かれております。

北部（ハノイ）、中部と南部です。日本と同じように地域に

よって、文化や言葉も多少違いがあります。 

Slide４： 

次まして、ベトナムの基本情報を軽くに紹介致します。 

正式名称はベトナム社会主義共和国です首都はハノイで

す。人口は約9470万人です。言語はもちろんベトナム語で

す。宗教は8割が仏教ですが残る2割はイスラム教やキリス

ト教などです。時差は日本よりマイナス2時間です。今日本

では13時ですが、ベトナムでは午前の11時です。ちょうど

お昼ご飯の時間ですね。通貨はベトナム。ドンです。（例え

ば1円は214.91ドン、100円は21.491ドン、100円だけでベト

ナムで昼ご飯を買えます。つまり、物価がとても安いです。

所得はだいたい5万円一か月です。 

その所得でベトナムの一般生活はどのように過ごします

か？ 

Slide5: 

「ベトナム人が細いですね」よく聞かれることがありますが、

なぜだと思いますか？ 

ベトナム人が年齢に関わらず，スポーツが好きです。朝も

午後もよく団体体操したり、バレーボールもしたりします一

日、仕事が終わってから、ストレス解消するために、同僚や

友たちや家族と屋台で話しながら、ビールを飲んだりしま

す。 

ベトナムはバイクの世界だといわれています。この写真のよ

うに車よりバイクが多いですね。 

Slide６： 

ベトナムの教育について 

日本と比べるとほぼ変わりませんがベトナムでは小学校は5

年間、中学校は4年間ですが日本は小学校が6年間、中学

校が3年間です。 

こちらはベトナムの学校の写真です。上のほうは平野地域

の学校の写真です。下のほうは中部高原多数民族の学生

の様子です。やはり山に住んでいるから家から学校まで遠

いです。道が危なくて。。。なので、途中退学率が高いで

す。 

Slide7: 

次まして、ベトナムの代表的な観光地として、大変人気があ

るハロン湾をご紹介いたしたいと思います。景色は日本の

松島と似ていような気がしますが実際はハロン湾に来られ

ると、外見の景色だけではなく、ハロン湾クルーズで幻想的

な鍾乳洞見学も十分楽しめると思います。特に、ハロン湾

の名称は面白い伝説もあります。 

Slide8: 

神秘の話によるとベトナム語はロンは龍のことです。ハは降

りてくるの意味です。だから、ハロンは海に龍が降りてくると

いう意味です。その意味だけあってハロンは良いところとい

うふうに考えられます。 

Slide9: 

次まして、中部にある大人気があるダナンを紹介したいで

す。 

ダナンは日本の京都のような落ち着く雰囲気で国内や海

外観光客がよく知っています。特に日本人の観光客もたく

さん来ていただきました。なぜか皆様がご存じでしょうか？

実際は昔、ホイアンに暮らしていた日本人がたくさんいらっ

しゃいました。そして、橋も作ってくれました。現在日本橋を

呼ばれて、とても綺麗なところです。 

Slide 10: 

日本の料理といえば、すしですが、ベトナムだとフォーとい

うイメージがありますね。フォーが美味しいなのはスープの

甘さです。そのスープを作るために骨を4時間をかけて煮

る。 

―他は、あげ春巻きも有名です。タイや中国には春巻きも

あるが、ベトナムの中身トちがいます。 

Slide11: 

―最近、ベトナムに旅行する日本人の観光客が増えてきま

す。SNS でよく日本人から“バンミを食べないと日本に戻れ

ないほど、人気があります”。次はベトナム風のお好み焼き

もあります。 

では、ここまでベトナムの紹介はいったん終わらせていただ

きます。次に「マイストーリー」（私が日本に来た理由）に参り

たいと思います。 

Slide12： 

人間は誰でも人生の岐路があると思います。私のマイス

トーリーにも岐路があります。その岐路は日本に来るという

ことです。なぜ、日本に来たかを今からマイストーリーをお

語りしたいと思います。 

Slide13: 

中学生の時に、私の友人が肺がんのために、亡くなりまし

た。 
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                            ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・保田君 

事業所創立・・・保田君 

 

橋本忠美君・・・地区大会ゴルフ優勝しちゃいました。 

          賞品は重い金属製品より軽い紙製品が 

          いいな～。 

栗本君・・・チャンさん、卓話を楽しみにしています。 

大工君・・・ゴルフ10月月例 優勝しました。 

       ありがとうございました。 

中村君・・・3人目の孫が産まれました。男の子ばかりです。 

       早退おわびいたします。 

岩井君・・・素適な誕生祝いでした。堀井さん、ビシャリさ 

       ん、野村さん、水城さん、藤林さん 皆様ありが 

       とうございました。 

前窪君・・・チャン卓話ありがとう！！ 

畠中君・・・チャンさん頑張って。 

前嶋君・・・チョット良い事があって。 

藤林君・・・無事？満月会に入れて頂きました！ 

 

  計 ￥26,000 -  累計￥1,103,370 - 

高校生の2年生時に、友達が血液癌のために、亡くなりまし

た。 

高校生の3年生の時に、私をよく世話してくれた先生も髄が

んでなくなりました。 

つまり、とにかく、私にとっては癌は敵です。 

Slide14、15： 

癌について本で色々調べました。 

ハノイにある癌小児病院で癌かかっている子供を世話する

というボランティア活動をしました。 

毎日、細ってゆく子供たちや髪の毛が抜かれていく子供の

姿を見ると医者になろうと考えて、医療大学に受験した。残

念ながら、大学を落としてしまった。大希望に叶えなくて引

きこもったほど、大失望でした。 

Slide16: 

その時、ある従兄弟さんから、こいうふうに言いました“…” 

“そうだ！日本は先進国だから、医療も発展しているかも。

日本に来たら、架け橋になって、子供たちを助ける方法を

見つかるかもしれない”と考えて日本に来ました。日本に来

るのは自分のためだけではなく、他人のためにも含む理由

があります。 

Slide17、18： 

2年間で広島の日本学校を卒業してから、大阪に引っ越し

て大阪観光大学に入学した。 

Slide19: 

大学内にいるベトナム人留学生の後輩たちをサポートした

いから、学生を集めて、ベトナム人留学生会を立ち上げ

た。 

Slide20: 

その会ではみんなが情報シェアしたり、交流したり、地域の

高校でベトナムを紹介したりします。去年の学園祭にチャリ

ティーバザーを開いて、全部の売り上げは癌がかかってい

る子供に支援しました。この会では、みんながお互いに助

け合い、団結力を強くなると自分が望んでいます。 

Slide21: 

将来、社会に貢献する仕事に就きたいと考えています。 

Slide22: 

将来的に癌にかかっている子供たちに支援できるNPOを

立ち上げたいから、あちこちで子供に支援の関わる団体に

参加して、ボランティアしながら、経験を積んでいきます。 

Slide23： 

ロータリ出会って、私の変化について話したいと思います。 

ーやはりロータリーアンの皆方のおかげで、奨学金を頂い

てアルバイト時間をほぼ減らして、勉強に集中できて非常

に助かりました。 

―新しい出会い、新しい体験などたくさん得られました。 

Slide24： 

9月の研修旅行で和歌山にある田辺と串本について地元

の方からいろいろ話を聞かせてもらった。日本の観光地の

もう一つを発見しました。 

特に研修旅行をとしてロータリーアンの皆様の温かい心が

強く感じました。心よりありがたく感謝しています。将来的に

自分もその姿になりたいと強く考えています。 

Slide25: 

そして、研修旅行した際には他の奨学生と一緒に勉強した

り、体験したりして、国籍であろ文化であろう分かち合って、

理解しあってしていつまにか仲良しくなって、とても幸せで

した。私たちが一緒に前を向けて頑張ります。 

Slide26： 

ロータリアンの方々へ心よりありがとうございます。 

“掛けた情けは水に流し、受けた恩は石に刻め！” 

Slide27： 

ご清聴ありがとうございました 


