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2013 年 10 月 17 日（木） 第２５９９回例会 天候：曇り 司会：古知屋光洋副幹事 No. 15
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「それでこそロータリー」

◇米山奨学金授与 ヴー・ホアン・ミン君

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「米山奨学金と私」 ヴー・ホアン・ミン君（米山奨学生）

例会後のロータリー勉強会風景。20 名参加の盛会でした

Ｒ俳句（十月十日）

座れたる通院バスの残暑かな

蟷螂の迷ひ怒りの人に似る

つれ跳びて軽き声にて小鳥くる

木犀のこぼるる路地の花明り

おどしづ つ

くもの糸鋼色して夕日かな

型式の古さが自慢 威 銃

天守閣見下ろしもせず鳥渡る

ほととぎす

秋扇に三味糸替へてまるめ置く

大島へ通ふ船あり鳥渡る

門入ればひとかたまりの杜鵑草

小澤 留峰

清水けん一

平井しげる

池上 玉章

角田とし子

◎ゲスト・ビジター紹介
高田 修様（東京世田谷ＲＣ） ヴー・ホアン・ミン君（ゲストス
ピーカー・米山奨学生）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊国際ロータリー第２７８０地区 ２０１３年地区協議会報告
書 冊子&ＤＶＤ
＊「新会員の集い・大同窓会」の通知
・１１/３０（土） １８：００～２０：００ ・ザ・ホテル・オブ・ラフ
ァエロ 湘南迎賓館６Ｆコーラル
・内容・・・相澤ガバナー挨拶、乾杯／懇親パーティ&名
刺交換、その他、交流プログラム
・目的・・・～ロータリーの「楽しさ」と「感動」の共有を追求
～
＊『地区会員増強・会員維持 情報交換会』 開催の案内
・１１/３０（土） １５：００～１７：３０ ・ザ・ホテル・オブ・ラファ
エロ 湘南迎賓館
・内容・・・情報交換・名刺交換・テーブルディスカッシ
ョン
・出席会員の要件･･･①女性会員 ②４９才以下の若
手会員 ③７５才以上の経験豊富な会員
◇大槌町ほたて養殖組合より
・ＴＯＴＯリモデルフェア（１０/１９（土）・１０/２０（日）開催）
にて大槌町のほたて販売実施の挨拶
◇ハイライトよねやま１６３
◇タウンニュース
◎会報 着 台北西北・綾瀬
◎委員会報告
姉妹クラブ［加藤会員］
：ロータリー勉強会用レジュメ
と姉妹クラブの歴史について

10 月 10 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告 半田朋子会員
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スマイル報告 中山富貴子会員
高田 修様（東京世田谷ＲＣ） ９月の台北西北ＲＣ創立
53 周年記念式典参加時は、ご出席の出口会長・小林副会
長・横山幹事・清水国際奉仕委員長、参加の皆様、大変お
世話になりました。来年も宜しくお願い致します。
出口敬純君＆横山貢君 高田さん、ようこそいらっしゃい
ました。ミン君、卓話よろしくお願いします。
加藤 寛君 世田谷クラブの高田様ようこそ。ミン君、本
日の卓話よろしくお願いします。
平井 茂君 世田谷の高田様ようこそ。米山奨学生のミン
君、卓話楽しみです。
伊藤留治君 ヴーホアンミン君、スピーチ期待してます。
田中賢三君 世田谷の高田さんようこそ。ミン君、本日の
卓話よろしくお願いします。台風 26 号の被害、大島に集
中してしまいました。お気の毒です。
和田幸男君 東京世田谷ＲＣの高田さん、ゲストスピーカ
ーのヴーホアンミンさんようこそ。
吉田恵子君 本日の勉強会よろしくお願いします。ゲスト
の皆様ようこそ。
清水賢一君 ヴー・ホアン・ミン君、卓話たのしみです。
よろしくお願いします。
澤邑重夫君 高田さん、ミン君ようこそ。本日は卓話よろ
しくお願いいたします。
水嶋 聡君 いつも元気に。皆様に幸あれ！
半田朋子君 皆様、台風は如何でしたか。何事もなく今日
皆様にお会い出来て良かったです。
西山国男君 ヴー・ホアン・ミンさんようこそ。卓話よろ
しくお願いします。
梅田弘人君 今度の土日に工場でフェアを開催します。大
槌町のほたてもまた販売しますので、ご来場お待ちしてい
ます。
小林 亨君 お客様のミン君、高田さんようこそいらっし
ゃいました。広島カープガンバレ！
大森久巳男君 東京世田谷ＲＣ高田修様、ゲストスピーカ
ー米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君、ようこそいらっしゃ
いました。
池上 實君 世田谷ＲＣの高田さんようこそ。ミンさん、
卓話楽しみです。
大木 暁君 ヴー・ホアン・ミン君の卓話、大変楽しみに
しております。
［本日 19 件、26,000 円です］

修正出席率

８９．４７％

卓話「米山奨学金と私」米山奨学生ヴー・ホアン・ミン君
1991 年にハノイで生まれ、父親の仕事の関係で日本とベトナム
を３年ごとくらいに行き来する生活でした。ヴー（Vu）は父の苗
字、ホアン（Hoang）は母の苗字でミドルネームのようなもので
す。そして、ミン（Minh）が私の名前です。現在、東海大学教養
学部国際学科の４年生で、専攻はアイデンティティとバイリンガ
ル教育です。
◆1991～1995 年：ハノイで保育園に通う
◆1995～1997 年：東京の幼稚園に通う
◆1997～2001 年：ハノイ
ベトナムにも四季はあるのですが、夏は日本よりも暑いので、
正午から午後２時は昼寝の時間になっていました。エアコンをつ
けっ放しにするので、時々停電が起こりましたが、それはそれで
楽しい時間でもありました。
◆2001～2004 年：東京
学校で少しいじめられることもありましたが、規則正しく、教
育の実行性が高く、ベトナムでは学べないことをたくさん学ぶこ
とが出来ました。日本で小学校を卒業し、中学に進学しましたが、
その時に出来た友だちとは今も親しくしています。
◆2004～2009 年：ハノイ
楽しく便利な日本とは違い、ベトナムが嫌になりましたが、幼
なじみがいてくれたので、どうにか馴染むことが出来ました。と
は言っても、ベトナムでは１クラス 40～60 人で落ち着かない環境
で、生徒も激しい、汚い言葉を使います。また、高校生になると、
多くの人がバイクに乗りますが、無免許の人も多いです。
◆2009～現在：日本
大学は自分の得意な「考える」勉強が重視されるため、ひじょ
うにやりがいがあります。１～２年では Beijo Me Liga という学生
運営のボランティア団体でサブリーダーを務めました。日本には、
親が出稼ぎで来て、狭いコミュニティの中で育つ子もいます。親
は一日中働くので、子供たちは言語・文化が貧困です。中には日
本に 14 年住んでいるにも関わらず、日本語が全く話せないという
子もいます。そういう子たちにも、自分の価値を見い出すように
させる働きかけをしました。
また、３～４年では日米学生会議という日本で最も歴史のある
学生会議（ＯＢには宮沢喜一元首相やキッシンジャー元国務長官
など）で企画・運営を担ってきました。今年８月に３週間に亘っ
て開催された第 65 回日米学生会議では、岩手で災害復興地域活性
化のフォーラムやホームスティを行い、東京ではアメリカのジョ
ン・マケイン上院議員や小泉進次郎さんの講演を聴く事ができ、
とても有意義な経験を得る事ができました。
◆米山奨学金への感謝
日米学生会議では月に２～３万円の交通費を自分で出さねばな
らず、栄養の低い食事になりがちでしたが、米山奨学金のお陰で
食生活に余裕が出来、学業や課外活動に精一杯力を注ぐことが出
来ました。アルバイトも以前はコンビニの夜勤をしていましたが、
今は日本語学校の先生をしています。現在、大学院進学に向けた
準備が出来るのも、皆さんのお陰です。また、今日この場でお話
をする機会を頂いたことにも感謝申し上げます。これからも何卒
よろしくお願い致します。ご清聴ありがとうございました。

