
　ロータリーに入会していて、一番楽しいのはや

はり会員同士の親睦です。「ロータリーとは、会員

同士が親睦を図りながら、社会奉仕を通じて世界

平和を願う奉仕団体だよ」というぐらいの説明で

どうでしょうか。

　ロータリーのモットーである「超我の奉仕」と

か「五大奉仕」とか「ロータリーの奉仕理念」と

か「ロータリアンの倫理基準」などは、一言でロー

タリーを知らない人に説明するのは困難です。こ

れからロータリーに入会しようとする人には「会

員同士が親睦を図りながら、何らかの形で社会奉

仕をする集まり」で、どうでしょうか。

　 ロータリーレートが１ドル145円（９月まで

　 139円）に変更になりました。

　 地区大会出席者には当日のスケジュールとバス

　 の案内をBOX配布しております。

　 バスは時間になりますと発車いたしますので

　 よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　新原会長が欠席されていま

　　　　　　　　　すので、会長時間を代行させ

　　　　　　　　　ていただきます。

　　　　　　　　　　今日は「ロータリーとは？」

　　　　　　　　　についての基本的解釈、理解

　　　　　　　　　について考えてみたいと思い

ます。

　会社事務所の移転に伴い、ロータリー関係の資料

を整理していましたら、「ロータリーのいろは」「誰

にも聞けないロータリーの基礎知識」新会員オリ

エンテーション用「今日からロータリアン」金本

会長年度の時発行された「いっしょに楽しみましょ

うロータリーライフ」などが出てきました。

　その中で「誰にも聞けないロータリーの基礎知

識」の中の文章を紹介します。

　『ロータリーとは、人道的な奉仕を行い、あら

ゆる職業において高度の道徳的水準を守ることを

奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄

与することを目指した事業人および専門職務に携

わる人が、世界的に結び合った団体です。

　ロータリーには、「利己」（自分を利すること）

と「利他」（他人を利すること）の調和を図り、他

人を幸せにしながら自分も幸せになるという考え

方があります。』と、いうことですが、何となく

わかったような、わからないような（私はわかり

ました）。

一言で説明するにはどう言えばいいでしょう。
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古本幹事会務報告

本　日（10月６日・木曜日）

　会員数　86名　　出席者　74名

　欠席者　12名　　ご来客　 0名

　ご来賓　 0名　　ゲスト　 1名

　　　　　　　　　　 計　　75名

　4週前の例会2022年9月8日・木曜日

　　　　　出席率　100％

井原君出席報告

プログラム・出席委員会

委員会報告



　 児玉君（自主申告）

　 　体調管理とコロナが落ち着くまでと思い、約

　 ２ヵ月例会を休んでいましたが、本日より出席

　 をいたします。

　 　SAAメンバーとして、しっかり役目を務め

　 ますのでよろしくお願いいたします。

　 バイオレッツ メンバー

　 　今シーズンのカープは10月２日の中日戦を

　 もって、全日程を終了しました。結果は４年

　 連続Bクラスになってしまいましたが、来シー

　 ズンは監督も変わります。新生カープの活躍を

　 期待しましょう。

　 　バイオレッツも、来年のガバナー杯に向けて

　 頑張りたいと思います。野球ネタということ

　 で、バイオレッツメンバーは笑顔でご出宝を

　 お願いします。

　 山縣君

　 　９月14日付、読売新聞に「逆境をチャンス

　 に」のタイトルで記事が出てました。内容は山

　 縣パパではなく、ご子息　亮太さんのことで

　 す。小学校４年生の時に出場した、広島市ス

　 ポーツ大会で100メートル走を優勝したことか

　 ら短距離走に関わりはじめたことや「ミスター

　 逆境」と呼ばれるほどの復活劇を繰り返された

　 記事でした。

　 　パリ五輪の代表に選ばれることを願い、また

　 山縣パパの益々のご活躍を祈念して、ご出宝を

　 お願いします。

　 今日は何の日？

　 国際奉仕部門のみなさん

　 　昭和62年に外務省と国際協力事業団（JICA）

　 が10月６日を「国際協力の日」に制定しまし

　 た。

　 　川妻担当理事をはじめとする、国際奉仕部門

　 の皆さん、ご準備ください。

　 藤田（明）君

　 　前回の例会にて、携帯電話をマナーモードに

　 するのを忘れてしまい、卓話中に呼び出し音

　 が、鳴り響いてしまいました。

　 　反省の思いでスマンボックスへ出宝いたしま

　 す。

紫友会　10・11・12月例会のご案内

　　三点ほど、伝達事項がございます。

　　一点目。今週８日㈯に芸南CCにて開催を予定

　しております。今回のコーチは、上野（寛）君に

　お願いしております。テーマは『ロングパット

　を２回で入れるコツ』です。アドバイスをご希

　望の方は、8：20頃にパター練習場にお越しく

　ださい。

　　二点目。11月例会ですが、３RC懇親ゴルフ

　大会と同時開催のため、ホストクラブへ早めに

　連絡する関係上、出欠の回答期限を本日までと

　しております。まだ未回答の方で参加をご希望

　の方は、私までご連絡ください。

　　三点目。12月例会についてです。すでにご案

　内しておりますが、12月例会及び忘年会は、12

　月３日へ変更となっております。

　　ご承知おき願います。

　 大地君（自主申告・ダブル）

　 　おせち重のご案内をBOXに入れさせていた

　 だきました。

　 　和食・洋食・中華が楽しめる三段重をはじめ

　 として、３種ご用意いたしております。

　 　ANAクラウンプラザホテル広島のおせちとと

　 もに新しい年をお迎えいただければ幸いです。
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紫友会　　　小宇羅世話人

同好会報告

会員記念日

スマイルボックス S A A  柴田委員長

スマンボックス

ゲストのグエン テイ ミー フエンさんも
10月が誕生月です。

鈴木君　　　　福田君　　小田君

村上（智）君　　前橋君　　長谷川（行）君

（ ６ 名）

10月お誕生日おめでとうございます。祝祝



※スケジュール

　13：00〜13：05　米山奨学生　紹介
　　　　　　　　　   吉田（浩）米山奨学委員会 委員長

　13：05〜13：25　卓話　米山奨学生
　　　　　　　　　　グエン テイ ミー フエンさん

　13：25〜13：30　米山月間に伴い寄付のお願い

米山奨学生の紹介

　　　　　 　　　 米山奨学委員長　吉田 浩章 君

　フエンさんが、ベトナムから日本へ留学された

頃から世界中でコロナが流行りはじめました。

　とても大変な時期に日本に来られたフエンさん

は毎日、授業の後にアルバイトをして、自分の生

活費と学費に充てていたそうです。

　今はロータリーの米山奨学金のおかげで学費の

心配がなくなり、大変助かっていると感謝の言葉

をいただきました。アルバイトも少し減らし、学

業に専念されています。

卓　　話

　　　   米山奨学生　グエン テイ ミー フエン さん

　ベトナムに行ったことがある方も行ったことが

ない方もいらっしゃると思いますが、今日はベト

ナムに行ったことがないけど興味があるよという

方や、今後ベトナムに旅行してみたいという方の

ために、旅行者の視点でベトナムを紹介します。

　① ベトナムの地理

　　　ベトナムはインドネシア半島の東側にあり、

　　南北に長く、面積は日本より少し小さめです。

　　日本から飛行機で約5〜6時間で行くことがで

　　きます。

　　　ベトナムは50以上もの少数民族で構成さ

　　れる多民族国家ですが、人口の８割以上を占

　　める「キン族」の使う言語がベトナム語とし

　　て使用されています。

　② ベトナムの国旗

　　　赤は血を、黄色の星は国内の民族の団結と

　　統一を表します。

　　　観光で行くなら、日本から直行便が出てい

　　る３つの都市を紹介します。北から政治文化

　　が中心の首都のハノイ。中部にはビーチリゾー

　　トが充実したダナン。そして南には商業が盛

　　んなホーチミンがあります。

　③ 気候

　　　ベトナムは全体的に雨季と乾季がある熱帯

　　気候と言われています。雨季には熱帯気候独

　　特のスコールがあって、ものすごい雨が降り

　　ます。しかし、すぐに止みますし、あっとい

　　う間に乾きます。

　　　ベトナムのある東南アジアは常夏のイメー

　　ジだと思います。確かに南部のホーチミンは

　　常夏ですが、北部のハノイは日本のような四

　　季があります。冬は日本のように雪が降ると

　　いうほどではありませんが少し寒いです。ち

　　なみにハノイの１月の平均最低気温は13度ぐ

　　らいです。冬に北部に行く場合は上着を用意

　　していくといいかもしれません。

　　　中部では８〜１月に降雨量が多く、特に

　　８〜９月は台風シーズンとなります。

　④ 治安

　　　ベトナムの治安は比較的安全と言われてい

　　ます。殺人やテロなどと言った凶悪犯罪につ

　　いては、さほど心配する必要がありません。

　　しかし近年、スリや置き引きといった軽犯罪

　　は日本よりも多い傾向にあります。日本にい

　　る時と同じように無防備な状態でいると、軽

　　犯罪に巻き込まれてしまう可能性が高まりま

　　す。高価な時計やアクセサリー、スマホなど

　　をむやみに身につけたり、乗り物内での居眠

　　り、人前で現金やカードを見えるように扱う、

　　といった行動はできるだけ控えましょう。

　⑤ トイレ事情

　　　日本と違うところは２つあります。１つ目

　　はトイレットペーパーを流してはいけません。
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米山奨学委員会　強調プログラム米山奨学委員会　強調プログラム



米山奨学会への特別寄付のお願い

　　　　　 　　　 米山奨学委員長　吉田 浩章 君

　米山奨学事業は日本のロータリアンが作り育て

た国際奉仕プログラムです。

　事業の推進は全国約8.3万人のロータリアンの

寄付によって支えられています。

　米山月間にあたり米山奨学事業の趣旨を十分に

ご理解の上、特別寄付にご協力いただきたく、ご

支援の程よろしくお願い申しあげます。

　　紙の質や配管の問題で紙を流すと詰まってし

　　まいますので、紙は備え付けのゴミ箱に捨て

　　ます。２つ目、日本のような自動ウォシュレッ

　　トはほとんどありません。

　⑥ 物価

　　　物価は日本の３分の１ぐらいです。具体的

　　にはコンビニでお水を買うと25円ぐらいです。

　　またベトナムのビールは70円ぐらいで買えま

　　す。

　　　ベトナムは「相場があって定価がない国」

　　と言われます。よく「ぼったくられた」とい

　　う人もいますが「高い」と感じたら必ず値切

　　るのがおすすめです。

　　　ベトナム料理はフォーやブンチャ、ブン

　　ボー、生春巻き、バンミーなど、いっぱい美味

　　しいものがあるのでぜひ食べてみてください。

　　ベトナムの屋台の料理のビデオを見てみましょ

　　う。

　　また、日本人街があり、なんでもあります。

　　寿司屋、居酒屋、お好み焼き、うどん屋な

　　ど、たくさんあります。日本人街で日本食屋

　　には日本人の店長がいますし、ベトナムの店

　　員さんは基本、日本語で大丈夫です。

　私はベトナムから日本に留学できましたが、コ

ロナ禍で家族の店が休業になり、家族の収入がす

ごく減っていました。私は家族から生活費と学費

をもらうことができなくなって、全部、自分のア

ルバイトの給料で払っていました。毎日、授業が

終わってから、アルバイトへ行って、とても大変で

した。日本も緊急事態になり、バイト先が休業に

なり、その時はとても困りました。ロータリーの

奨学金をもらってからは、そのお金を学費に使い、

アルバイトを減らして学業に専念することができ

ています。奨学金のおかげで、学費については心

配することがなく、とても助かっています。今後

も頑張りたいと思います。

　最後に、広島西RCの会員の皆様に心より感謝

申しあげます。
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例会日・木曜日  12:30〜13:30

例会場・ANAクラウンプラザホテル広島

会　長　新原　　靖

幹　事　古本　竜一

事務所・〒730-0011  広島市中区基町6-78
　　　　リーガロイヤルホテル広島13F
　　　　TEL 082-221-4894・FAX 082-221-4870
　　　　E-mail：hwrc@godorc.gr.jp
作　成・会報雑誌・広報委員会

広島西ＲＣ 検索

日 時 テ　　ー　　マ

10/20㈭

「広島YEGについて」
                 広島商工会議所青年部

　　　　　　   会長　庄子　佳宏 さん

卓話予告

私 の 宝 物

2000年式 HARLEY-
DAVIDSON FLSTF
です。昔ながらの単純
な構造のバイクなので、
20年以上の付き合いに
なりますが、まったく
の故障知らずです。最
近あまり乗ってあげれ
てませんが、自分の身
体が許す限り付き合っ
てもらいたいと思いま
す。

新原　靖
平成13年10月18日入会


