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本日のお客様
地区米山記念奨学会委員
米山奨学生

山本豊一様

ファム ティ フォンさん

青柳会員 / 小川会長 / 冨会員

第一例会につき 誕生日・結婚記念日祝い

○奨学金授与

米山功労者 感謝状贈呈
第 9 回マルチプル

青柳 誠会員

第 6 回マルチプル

冨 一美会員

奨学金授与（ﾁｭﾙｰﾝﾊﾞﾄ ﾋﾞｬﾝﾊﾞﾂｪﾂｪｸﾞさん）
米山奨学生卓話（ファム ティ フォンさん）

９月誕生日・結婚記念日祝い
「誕生日祝い」 向後雅生会員

田邉秀雄会員

越川 忠会員

伊藤元雄会員
小川会長 / ビャンバさん

○乾杯のご発声
第48代会長
古西弘和会員

伊藤会員 / 小川会長 / 越川会員

会長挨拶

議題
第 1 号議案．8 月度会計承認の件
承認されました
第 2 号議案．前期会費納入状況の件
未入 4 名 幹事から連絡
推移を見守ることで承認
第 3 号議案．今後の例会運営の件
活動計画に沿って例会開催、全て通
常例会とする

みなさんこんにちは。1 月ぶりの例会ですが如何お

ZOOM を併用し出席扱いとする事で

過ごしでしたでしょうか。新型コロナ第 2 波により

承認

近隣市町にも感染者が確認されています。当クラブ

第 4 号議案．パソコン買換えの件

としても例会時の体温測定と手指消毒・マスク着用

PC 起動せず買換えしたので事後で

をお願いしています。みなさんにおかれましても感

承認

染防止に努めて頂きたいと思います。本日は米山奨

第 5 号議案．奉仕プロジェクト実行委員会立上げの件

学生フォンさんと米山記念奨学会委員で成田コスモ

2～3 月に開催・のぎくプラザ予定・

ポリタンの山本様にお越し頂いております。後ほど

詳細未定

卓話をお願いしたいと思いますのでよろしくお願い

委員長：越川会員

致します。９月となり台風シーズンとなりました。

副委員長：冨一美会員・伊藤元雄会員

昨年の台風 15 号による甚大な被害は未だ完全復旧

会長幹事を含め立上げで承認

には至っておりません。9 月 1 日に「海面水温が過

第 6 号議案．その他

去最高を記録」したとの発表がありました。海水温

セクハラ・禁煙について

度の上昇で、これまで以上の大型台風が上陸する可

事務所内に啓発ポスターを貼付掲示

用性があります。気象庁は、台風 10 号は未曽有の急

しました。

発達で、5 日には 920hPa「特別警報級の勢力になる」
と最大級の警戒を呼び掛けています。これからの台

幹事報告

風シーズン、みなさんも被害を最小限にするべく対
応ください。さて憲政史上最長となった安倍首相が
持病再発により突然の辞意表明をされました。7 年
8 カ月と言う歴代最長の政権運営により国力を大幅
に高めてくれましたが同時に様々な問題もはらんで
います。
その中で３人の候補が出馬表明されました。
新型コロナ対策、経済対策、外交問題、災害対策な
ど様々な問題が山積しておりますので、スムーズな
政権移行を期待するところであります。向後会員よ

みなさんこんにちは。

り、銚子出身で元千葉ロッテマリーンズ・木樽正明

本日は時間が足りませんので、卓話を楽しみにして

氏著書「野球の力」を当クラブ会員に寄贈いただき

いるため幹事報告を割愛させていただきます。

ましたので一冊ずつお持ちください。ご静聴ありが

銚子ＲＣ他、近隣のＲＣより会報・週報、活動計画

とうございました。

書等を受領しております。以上です。

理事会報告
第 3 回定例理事会
日時：令和 2 年 9 月 3 日（木） 午前 11：00～
場所：成田空港南ＲＣ事務所

米山奨学生卓話

で、1999 年に世界遺産に認定されました。ダナンに
ついても少し話させていただきます。戦争時代に、
アメリカ軍隊に占領された地域ですが、ここ数年発
展し、国内外でも人気な観光地になっています。な
ぜかというと、ダナンには川にたくさんの立派な橋
が架かっていますし、きれいな海もたくさんがあり
ますし、
珍しい野生動物が住んでいる山もあります。
自然環境に非常に恵まれています。また、物価が安

フォンさん

く、治安が良く、リゾート地としてもよく知られて
いるからです。
続いて、私の家族についてお話します。

皆様、こんにちは！私は、米山ロータリー奨学生の
ファム ティ フォンと申します。市原中央ロータリ

家族は 4 人です。母、兄、妹、そして私です。兄は

ークラブに大変お世話になっております。出身国は

結婚していて、子供が 2 人います。妹は高校 3 年生

ベトナムです。
日本に来て、
そろそろ 5 年経ちます。

です。家族みんな仲良しです。兄は小さいころから

現在、千葉県八千代市にある秀明大学の観光ビジネ

私と妹を可愛がってくれています。小学校の時は、

ス学部の 4 年生です。本日、成田空港南ロータリー

学校によく連れて行ってくれたり、色々な果物取っ

クラブにお伺いして、卓話をさせていただくのを楽

てくれたり、一緒に遊んでくれたりしました。私た

しみにしておりました。20 分ほどの卓話ですので、

ち姉妹にとって、素敵な兄で、大好きです。父がい

長いスピーチとなります。私も頑張って用意して参

ないので、母が女手一つで私たちを育ててくれまし

りましたが、うまくできなくても皆様のお心に少し

た。いつも一人で家庭のことを抱えて苦労してきた

でも残るお話が出来たらと幸いです。どうぞよろし

母に、本当にいつも心の底から感謝しています。

くお願いいたします。卓話の流れとしましては、ま
ず私の故郷についての説明、次に家族の紹介、私の
留学生活、そして、米山ロータリー奨学生になった
私が今後どうしていきたいのかについてお話しした
いと思います。
（では映像に移ります。
）

私の人生はそんな母から大きな影響を受けました。
今、
自立した生活ができているのは母のおかげです。
そして、4 年前に、日本に留学に来ることができた
のもすべて母のおかげです。当時、ベトナムの大学
に入学する直前だった私は、母に「日本に留学はど
まずは私の故郷についてご紹介いたします。私のふ

う？」と言われた瞬間、全身に、ビビッと何か電気

るさとは、ベトナムの中部にあります。ホイアンと

が通ったような感じがしました。
「ええ？お母さん、

ダナンの真ん中にあります。ホイアンは古い町並み

冗談言ってないよね？」と大声でいいました。母は

「少し考えてみて、ベトナムの大学に入学するか日

もっと日本の文化を知りたくて、大学の活動や日本

本に留学するか。
」と言いました。しばらく、落ち着

人との交流会や国際交流イベントなどにたくさん参

いて考えてみようと、日本について色々調べてみま

加しています。特に、2018－2019 年度チーバくん大

した。そして私は、日本に留学することを決めまし

使に任命され、千葉県のいろいろな地域を巡りまし

た。日本への留学のきっかけは日本のアニメや漫画

た（説明）画像のように。

が好きだったからとか、若いうちに海外で暮らして
みたいからなどというものではありませんでした。
正直に申しますと、私の場合は、ダナン外語大学の
日本語専攻に受かったことと先進国である日本での
考え方や働き方や社会の動きなどを学ぶことは、自
分の将来の夢に役立つはずだと考えたからです。で
は、次に日本で実際に留学生活を体験して、新しい
自分を発見したことについてお話します。初めて日
本に来て、びっくりしたのは交通です。信号がない
道を渡ろうとすると、
車はいつも止まってくれます。

このように日本の様々な文化体験をし、さらに日本
のおもてなしの精神、考え方を深く理解できたよう
画像のように、ドライバーの方は「さきにどうぞ」

に感じます。その精神の基本は人に対するお気遣い

と言ってくれますので、歩行者を優先する日本のマ

です。日本人は何をするときでも、自分のことを考

ナーは優しいマナーだなと思い、感動しました。こ

えるよりもまず相手のことを考えることが多いよう

れについては、ベトナムはちょっと違いますね。道

に思います。この素晴らしい精神を身につけたいで

を渡るときは注意しなければバイクにぶつかってケ

す。今後も多くの活動に参加していきたいと思いま

ガをしてしまいます。次びっくりしたのは、電車は

す。将来はベトナムと日本の架け橋となり、日本で

いつも時刻表通りに動くことです。初めて電車を使

学んだことをベトナムの人々に伝えていきたいと思

ったときに、とってもびっくりしました。
「ええ？こ

っています。

んな時間にぴったりに来るの？」と思ったぐらいで
す。ベトナムの公共交通機関だとバスです。日本と
違って、あまり時刻表通りに来ません。そういう驚
きが山ほどありますので、語り切れません。まだま
だお話ししたいことがありますが、今日はあきらめ
ます！！！！

さて、2019-2021 年度に米山ロータリー奨学生に選
ばれたことは本当に何より嬉しく思います。この奨
学金はお金をいただいているだけではなく、世話ク
ラブでロータリアンや委員会などの多くの立派な
方々と触れ合うことができます。この場で、リーダ
ーシップの精神や社会人としてのあり方などを学ぶ

ことができ、お金以上の計り知れない体験を得られ
ていると感じています。普通の学生が参加できない
ような国際的なイベントにもたくさん参加すること
ができ、たくさんの新しい出会いもできました。非
常に幸いと存じます（画像の通りです）
。

また、違うクラブのロータリアンの方々と交流する
機会を作っていただいたりします。それに、日本語
検定試験やスピーチコンテストなどに参加するとき
に、いつも応援してくださいますので、本当にお父
さんのような存在です。心の底より本当に感謝して
おります。他に、市原中央 RC の田仲さんというロー
タリアンの方にもいろいろお世話になっています。

これらの体験を将来に生かして、使いこなせるよう
に、
今後とも一生懸命学んでいきたいです。
さらに、
この奨学金を選んだ理由は、米山ロータリー奨学金

日本のまだ行ったことがない有名な観光地や登山な

ならではの独特な制度があるからです。それはカウ

どにもたくさん連れて行っていただいたりしました。

ンセラー制度です。奨学生になってから、一年半ぐ
らい経ち、多くのカウンセラーがいらっしゃること
と世話クラブがあることは本当にとても良いことだ
と感じています。この一年半、大倉先生にいろいろ
支えていただいて、とても助かっております。嬉し
いことがたくさんありました。例えば、日本の文化
をもっと理解できるように、日本の代表的なスポー
ツの野球の試合を見るチャンスを下さったり（東京
ドームにて令和元年野球試合）
、
まだ社会知識が未熟

例えば、鎌倉や筑波山などです。田仲さんは二人目

な私に食事のマナーや目上の人と付き合い方などの

のカウンセラーといえます。

礼儀を丁寧に教えてくださったりします。

そして、奨学金をいただいてから、勉強する時間を
増やすことができました。そのおかげで、日本語能

力試験(JLPT)一級（N１）やビジネス日本語検定一級

ローターアクトや学友会に入り、ロータリーファミ

などに合格することができ、
また観光ビジネス学部、

リーの一員として、日本とベトナム、日本と世界の

日本人と留学生の中、優秀賞を受賞したなどです。

架け橋になり、国際的な社会貢献活動もできるだけ
参加したいと思います。まずは職業を安定させ、経
験を積み、30 歳になる前に、ベトナムでの初国際ロ
ータリークラブを設立の目標として頑張っていきま
す（今までベトナムの国際ロータリークラブまだな
いので）
。そして、次世代を支える役目を果たしたい
と思っています。これで卓話が以上になります。ご
静聴ありがとうございました。

さらに、オークラホテルの内定をいただき、就職先
も決まりました。勉学以外にロータリーの研修会や
活動などに積極的に参加しながら、大学のダンスサ
ークルと国際交流サークルに所属し、地域のボラン
ティアや交流イベントなどにも参加し、充実した留
学生活を送っています。この貴重な奨学金を有効に
使い、将来の可能性をさらに広げたいと思っており
ます。米山ロータリー奨学金に本当に感謝していま
す。奨学生期間が終わったとしても、カウンセラー

ニコニコボックス
越川 忠君・伊藤元雄君・杉森幹男君
…誕生日祝いありがとうございます。
青柳 誠君・土屋俊夫君・冨 一美君・内田裕雄君
前川成吉君・古西弘和君・行木英夫君・市原豊彦君
小川佐内君・倉石昌治君・金髙盛二君
…ファム ティ フォンさん、卓話ありがとうござ
いました。アオザイ姿が素敵です。

本日計
累 計

と連絡を取り、世話クラブのイベントや活動などに
積極的に参加します。

20,000 円
93,000 円

出席報告
例会日

会員数

出席

出席率に
用いる数

％

9月3日

29

20

27

74.07

☆ 欠席をしたらメークアップをしましょう ★

令和 2 年 9 月 1 日
親睦ゴルフコンペ
会場：成田ゴルフ倶楽部

