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第 1253回例会 2022年 10月 07日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。お客様もようこ

そ、お越し下さいました。ごゆっくり

お過ごし下さい。 

今月は地域社会の経済発展・米山月

間となります。国際ロータリー日本事

務局より地域社会の経済発展について

リソースが送られて来ましたので少し抜粋して皆様にご紹介し

たいと思います。 

世界銀行によりますと、2020 年に世界における極度の貧困が

20 年以上ぶりに増加したそうです。これは新型コロナウイルス

の流行が、すでに貧困削減を減速させていた紛争や気候変動の

影響をさらに強めたためです。新型コロナウイルスの流行の結

果、2021 年末までにさらに約 1 億５千万人が貧困状態におちい

ると予想しました。 

2018 年、国際貧困ライン以下の 5 人のうち、4 人が農村部に

住んでいました。貧困層の半数は子供達です。大半の地域と年

齢層で、女性が貧困層の大半を占めています。 

気候変動によって 2030 年までに、6,800 万人から 1 億 3,200

万人が貧困へと陥る可能性があります。この問題は、世界の貧

困層の多くが集中しているサハラ以南のアフリカと南アジアで

特に脅威となっています。 

そこで、発展途上国の地域社会で奉仕プロジェクトを支援す

る場合、経済活性化のために各種物資を現地で購入し、輸送費

を抑える。また、ロータリー地域社会共同隊（RCC）を設立し、

メンバーのエンパワーメントを図る。ロータリー地域社会共同

隊（RCC）は、地域社会の経済発展をはばむ要因を特定し、持続

可能な解決策を策定する際に役立つ。プロジェクトや事業を持

続可能なものとするための明確な計画に沿って地域社会のニー

ズに基づいた研修を人々に提供する。地域社会の経済発展のた

めのロータリー行動グループは、専門家の力を結集し、スキル

研修、雇用創出、起業支援などを通じて、地域社会の発展に貢

献できるプロジェクトをクラブと地区が立案、実施できるよう

支援しています。と書かれていました。 

先月の識字率向上月間でもお伝えしましたが世界経済発展途 

 

上の国では多くの子供達や女性が大変苦労しています。皆様と

この現状について考え、何か行動が起こせればと思います。 

以上で会長時間を終わります。 

 

記念日（会員誕生日） 
水口 弘士 会員 01日 

津田 真幸 会員 19日 

平井 篤志 会員 31日 

 

連続出席100％ 
髙雄 準善 会員 19年間連続100％出席 

 

幹事会務報告 
1．ロータリーレート変更のお知らせ 

 ・10月１日より 1ドル=145 円になりました。（9 月 139 円） 

2．ボックス配付物 

・ガバナーズレター、ロータリーの友誌 10月号 

・休会のお知らせ 

・地区大会スケジュール等のご案内（参加者のみ） 

・卓話資料 

 

委員会・同好会報告 
(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 大西委員 

(2) ロータリーの友誌10月号の記事紹介 山本委員長 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（W） 

・細羽則生様、上場慶一郎様本日の卓話宜しくお願いいたしま

す。 

木本会員（W） 

・本日、卓話をいただきます、土木建設局・建設企画総括官 

細羽則生様、港湾振興課課長 上場慶一郎様、ようこそお越

しいただき、ありがとうございました。 

・本日は、門田幹事の代行として、初めて例会進行を務めさせ

て頂きます。少し聞き取りづらい重低音ボイスで進行させて

会長／大畑哲也   副会長／河中 清   幹事／門田充慶    副幹事／木本博之   クラブ会報編集委員長／竹村有右 

例会場／シェラトングランドホテル広島 広島市東区若草 12-1  例会日／金曜日    事務局／リーガロイヤルホテル広島
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いただきますが、どうかよろしくお願い致します。 

河中会員（W） 

・細羽様、上場様本日の卓話、よろしくお願いします。 

戸田会員（W） 

・細羽様、上場様ようこそ城南 RC へお越し下さいました。本日

の卓話楽しみにしております。よろしくお願い致します。 

児玉会員（大枚） 

・先月に会社の売却を無事に済ませる事が出来ました。これか

らは少しだけ自由に生活をします。ひまになるよね。 

髙雄会員（W） 

・細羽様、上場様、本日はお忙しい中お越し頂き有難うござい

ます。お話を楽しみにしています。どうぞ宜しくお願い致し

ます。 

・急に涼しくなりました。風邪をひかないよう気を付けて下さ

い。 

花島会員 

・土木建設局 細羽様、港湾振興課 上場様、本日の卓話よろ

しくお願い致します。 

橋沢会員 

・改めて、親睦活動委員長の橋沢です。先程のお客様の紹介で

「親ボツ活動委員」とかみあげましたので出宝致します。 

計 22,000 円 

 

プログラム 来賓卓話 

～ 広島県令和五年度の施策 ～ 

広島県土木建築局 建設企画総括官 

 細羽 則生 様 

広島県港湾振興課 課長      

 上場慶一郎 様 

 

 

 

 

第 1254回例会 2022年 10月 14日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。お客様もようこ

そ、お越しくださいました。ごゆっくり

お過ごし下さい。 

本日は米山奨学生のゴ・ゴック・カイ

ンさんがお見えなので米山記念奨学事業

について少し概要だけでもお話ししたい

と思いましたが、本日二上委員長が卓話でお話されるそうなの

でお任せしたいと思います。 

今月は地区大会や 3 ロータリー夜間例会と久しぶりに行事が

盛り沢山です。今日は周南カントリー倶楽部で記念チャリティ

ーゴルフ大会が行われています。我が広島城南ロータリークラ

ブからも何名か参加して頂いています。明日は会長幹事会がホ

テルサンルート徳山で行われますので門田幹事と出席致します。 

日曜日、本会議が周南市文化会館で行われます。チャーター

バスが新幹線口から出ますので参加される方は遅れないように

お願いします。また詳細は以前ボックス配布していますが分か

らない人は幹事か事務局にご確認下さい。 

参加者が今回は 17名です。入会 3 年未満の方には是非参加し

て欲しかったのですが参加者が畝本君だけの様でとても残念で

す。今回の地区大会も通常とは違い時間も短縮され懇親会もあ

りませんがリアルでやる地区大会は 2 年ぶりだそうです。ロー

タリアンの皆さんと久しぶりに会い楽しんで頂ければと思いま

す。 

28 日は 3 ロータリー夜間例会が開催されます。こちらも 3 年

ぶりだそうです。懇親会が行われるのを大変楽しみにしていま

す。最近はニュースなどでマスクの使用方法について色々と議

論されていますが、外では基本もう付けなくても良いと言われ

ています。屋内でもある程度の距離が保たれていれば良いと聞

きます。先週山本会員がタイのバンコクでの話をされていまし

たが早く日本でもマスク無しで何処へでも行ける日が来るのを

楽しみにしています。 

では皆さん日曜日の地区大会宜しくお願い致します。 

以上で会長時間を終わります。 
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結婚記念月 
髙雄 準善 会員 01日 

河野  隆 会員 07日 

松本 勝行 会員 15日 

戸田 拓夫 会員 20日 

田中地宏保 会員 30日 

 

幹事会務報告 
1. ボックス配付物 

 ・米山記念奨学事業 豆辞典 

2．お知らせ  

 ・例会終了後、定例理事会が4F「華」にて開催されますの

で、関係者の方はご出席お願いします。 

・地区大会について 

16日（日）13:00～周南市文化会館にて本会議が開催さ 

れます。出席される方はご案内通りにお願いします。 

出欠の変更のある方は幹事または事務局までお知らせ 

ください。 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 田中委員 

 

ニコニコ箱 
大畑会員（W） 

・二上委員長本日の卓話宜しくお願いいたします。 

・日曜日の地区大会皆様宜しくお願いいたします。 

門田会員（T） 

・先週は出張で例会を欠席し、木本副幹事に進行をお願いしま

した。ありがとうございました。助かりました。動画をチェ

ックすると、2 回かんでいたので出宝お願いします。 

木本会員（W） 

・前回初めての例会進行をさせていただきました。門田幹事の

厳正な動画チェックがおこなわれ、2回かんだことが認定さ

れましたので出宝いたします。 

藤井会員（TM） 

・二上会員、本日の卓話宜しく御願い致します。 

・10/10～13 沖縄で 3 日間ゴルフができ、リフレッシュしてき

ました。3日間、賞金を頂きましたので出宝します。 

・10/19（水）安芸カントリークラブ第 168 回バーディ会です。

参加の方は集合が 7：45 ですので宜しくおねがい致します。 

二上会員 

・本日、カインさんと二人で卓話させてもらいます。よろしく

御願いします。 

戸田会員（W） 

・ゴ・コック・カインさん、ようこそいらっしゃいました。二

上さん本日の卓話よろしくお願いします。 

 

髙雄会員（W） 

・カインさん、今年の冬はあなたの国と違って、寒くなりそう

です。風邪をひかないように、気を付けて、勉強を頑張って

下さい。 

田中会員（W） 

・おひさしぶりです。 

・硬式野球部が県大会に優勝し 1位で中国大会に出場します。 

平井会員 

・先週は税理士会の会務で久しぶりに東京に出張しました。翌

日は家族が合流して鎌倉に行き、次の日は息子の希望で上野

動物園に行きました。人が多くて大変でした。 

花島会員 

・二上委員長、本日の米山奨学については、分からない事が多

いので卓話でしっかり勉強させて下さい。楽しみにしており

ます。 

福山会員 

・皆様本日たくさんのご出宝をいただきありがとうございまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。 

大西会員（W） 

・大西です。二上会員、卓話がんばって下さいね。 

南会員 

・南です。二上会員、今日の卓話、たのしみにしています。が

んばって下さいね。 

竹村会員 

・ゴ・コック・カインさんようこそいらっしゃいました。二上

さん本日の卓話楽しみにしております。 

計 32,000 円 

 

愛のコイン箱                  

 

5,572 円 

 

 

プログラム 会員卓話 

～ 米山奨学について ～ 

米山奨学委員会 二上真也委員長 
ロータリー米山記念奨学事業とは？ 

・日本のロータリー全地区による国際

奉仕事業です。日本で学ぶ外国人留

学生に奨学金を支給し、支援するこ

とにより、日本と世界との平和の懸

け橋になる人材を育てています。 

・事業の使命 

将来、日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となって国際社会で活

躍し、ロータリー運動の良き理解者となる人材を育成するこ

とです。これは、ロータリーの目指す“平和と国際理解の推

進” そのものです。 
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なぜ、外国人留学生を支援するのか？ 

・この事業は1952年、東京ロータリークラブが発表した「米山

基金」に始まります。日本のロータリーの創始者である故・

米山梅吉氏の生前の功績を讃え、後世まで残るような有益な

事業を行いたい。東京ロータリークラブが設立したのは、海

外から優秀な学生を日本に招き勉学を支援する奨学金事業で

した。その背景には、二度と戦争の悲劇を繰り返さないため

に、“平和日本”を世界に伝え、国際親善と世界平和に寄与

したいという、戦後のロータリーアンたちの強い願いがあり

ました。 

ロータリー米山記念奨学金の特徴 

・交流を重視しています。奨学生は毎月1回以上、世話クラブの

例会に出席し、会員との交流によって日本の社会を知り、ロ

ータリーの奉仕の精神について学びます。奨学期間終了後は

米山学友会に入会したり、「ロータリー学友」として、国際

ロータリーのコミュニティに参加することができます。 

・世話クラブ・カウンセラー制度・・・奨学生一人ひとりに地

区内のロータリークラブが「世話クラブ」となり、世話クラ

ブの会員が、「カウンセラー」となって日常の相談役をつと

めます。奨学期間中、奨学生は世話クラブで奨学金を受け取

り、交流します。 

・民間最⼤の国際奨学事業・・・2022学年度の奨学生数は898人、

事業費は14億5千万円（2021-2022年度決算）と、外国人留学

生を対象とする民間奨学金では国内最⼤規模です。これまで

の累計奨学生数は、22,875人（2022年7月現在）その出身国は

世界129の国と地域に及びます。 

米山梅吉氏とは？（1868〜1946） 

・東京芝田村町生まれ。19歳で渡米、帰国後は三井銀行入行。

遣米使節団（けんべいしせつだん）の一員としてアメリカ滞

在中、ダラスロータリークラブ会員だった福島喜三次氏（き

そじ）と出会い、1920年、日本で最初のロータリークラブ、

東京ロータリークラブを創立します。1924年には日本初の信

託会社、三井信託株式会社を設立し初代社⻑に就任。晩年は

三井報恩会を通じて社会・⽂化事業を支援したり、私財を投

じて⼩学校（現・⻘山学院初等部）を設立し、教育にも献身

しました。“何事も人々からしてほしいと望むことは人々に

もその通りせよ”これは梅吉氏の願いでもあり、生涯そのも

のでした。 

米山梅吉来歴・人物について 

・慶應4年2月4日《1868年2月26日》～昭和21年《1946年》4月28

日は、明治から昭和時代前期の銀行家、貴族院勅選議員（き

ぞくいんちょくせんぎいん）。旧三井銀行の経営中枢に携わ

り、また、日本にロータリークラブを初めて設立した人物で

もある。 

・1868年に江戸（東京）の和田家に生まれる。5歳の時に⽗親が

他界した為、母親の郷里である静岡県駿東郡長泉町（しずお

かけんすんとうぐんながいずみちょう）に移住する。14歳で

旧制沼津中学に入学するも2年で退学し上京する。銀座の江南

学校に入学するが、19歳で東京英和学校（⻘山学院の前身）

に転入し、米人講師のもとで英語を学ぶ。翌年に米山家に養

子となり、渡米。8年間の在米中、オハイオ州・ウェスレヤン

⼤学やニューヨーク州・シラキュース⼤学などで法学を学ぶ。 

・日本に帰国後に勝海舟に師事し、博⽂館（はくぶんかん）よ

り『提督彼理（ペルリ）』を出版する。 

・1897年、井上馨の紹介で三井銀行に入社し三井銀行深川・横

浜・⼤阪各支店⻑などを経て、1909年、常務取締役に就任。

早川千吉郎などもいたが実質的に池田成彬と共に実権を掌握。

終始一貫して池田の補佐的役割にあったが、池田に対抗して

青学出身者を三井銀行・三井信託にスカウトし、その中に間

島弟彦、万代順四郎らがいた。1920年に日本初のロータリー

クラブである『東京ロータリークラブ』を設立し、初代会長

に就任。内外編物（現・ナイガイ）設立に深くかかわった。 

・1924年に三井信託株式会社を設立し取締役社⻑に就任。1937

年に財団法人緑岡⼩学校（現・⻘山学院初等部）を創立し校

⻑に就任する。1935年、多摩帝国美術学校（多摩美術⼤学）

校賓。 

・1938年12月9日には、貴族院議員に勅選される。晩年も、財団

法人三井報恩会理事⻑、三井信託株式会社代表取締役会長、

第15回赤十字国際会議日本赤十字代表委員などを歴任。 

・1928年に紺綬褒章受章、1942年勲四等瑞宝章受章。最終学位

は、マスターオブアーツ（MA）（オハイオ州・ウェスレアン

⼤学）である。 

・1946年4月28日死去。享年78歳。 

毎年の寄付で事業を運営 

・2020-21年度の寄付金収入は13億4,579万円と、前の年度から

微増となりました。個人平均寄付額は15,971円、特別寄付者

割合は46.4％と、コロナ禍にありながらも多くのご支援をい

ただきました。寄付金のほとんどは奨学金に、そのほか、奨

学生・学友関係費、地区・世話クラブへの補助費、事業部門

の事務局人件費などの事業費に使われています。当会では財

政の健全性・透明性を確保するため、公認会計士による外部

監査として、毎月全伝票のチェックをうけています。 

収入の部、支出の部 

・事業費は年間およそ14億4,500万円（2021年度決算）で最も⼤

きいのが奨学金です。奨学金は12億4,296万円です。奨学金以

外の事業費は2億214万円で、地区への補助費+世話クラブの補

助費=8,881万円。広報活動費（動画、バッジの製作、よねや

ま親善⼤使の活動含む）が610万円。 
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寄付のお願い 

・地区目標として、一人16,000円の寄付をお願いします。会費

で前期・後期で3,000円徴収しておりますが、それとは別で一

人10,000円のご寄付をお願いします。 

・米山梅吉記念館の事業資金のご支援として、「全国1人100円

募金」運動を行いますので、おひとり100円のご寄付もよろし

くお願いします。 

 

米山奨学生 ゴ・ゴック・カインさん 
みなさん、こんにちは。私はベトナム

から来た留学生のカインといいます。と

りあえず、自己紹介をさせていただきま

す。私のフルネームはゴゴックカインと

いいます。この中で、最初のゴというの

は名字です。この名字はベトナムの一般

的な名字の11位にあたります。次に、ゴックというのはミドル

ネームで、最後のカインは名前です。ベトナム語でゴックカイ

ンというのは宝石 という意味がありますがこの名前はちょっと

男っぽい名前で、高校生のとき、学校で同じ名前の男の子が二

人いました。名前を呼ばれるとき男だと勘違いされたことも多

かったですが、私にとっては、恥ずかしいというより、自分が

特別だと実感でき、いつも親に感謝していました。 

次に、私がなぜ日本へ留学しようと思ったのか、私が日本に

来たきっかけについてちょっとお話ししたいと思います。実は

幼い頃から日本のアニメや日本文化に興味を持っていました。

アニメを見るときいつも日本語が分かればいいなと思っていま

した。ですが、当時ベトナムでは日本語より英語のほうが注目

されていたので、なかなか日本語を勉強する機会に恵まれませ

んでした。 

そして高校の２年生からやっとちゃんとした日本語の勉強を

始めることができました。1年間頑張り、何とか日本語能力検定

の中級レベルの資格を取りましたが、会話に関してはなかなか

うまくなりませんでした。どう改善すれば良いのかとても悩ん

でいました。祖国で日本語を勉強していても日常生活で活用す

る機会が少ないことが理由で、語学力の伸びを実感できないこ

とが原因だと気づいて実際本場の環境を体験しようと決心し、

日本へ留学に来ました。そして、一年半広島YMCA 専門学校の日

本語コースで日本語を学んだあと、広島女学院大学に入学して

日本文化を勉強しています。 

 

それでは、これから私の国、ベトナムについて紹介していき

たいと思います。ベトナムと言えばどんなイメージが浮かびま

すか？みんなさんはアジア各国の地図を見てベトナムの位置は

どこかわかりますか？ 

世界地図で東南アジアを見れば、すぐに見つけることができ

るSの形の国がベトナムです。北は中国、西はラオス、カンボジ

アの国境に接しており、北部にはホン川、南部にはメコン川が

それぞれ流れ込み、その下流のデルタ地帯では平野が開けてい

ます。民族的にはベトナム人が多数を占めますが、54の少数民

族も居住しています。主な言語はベトナム語です。 

因みに、私の出身はベトナムの首都のハノイです。北部にあ

ります。 

次にベトナムの気候について紹介します。べトナムはS字型に

細長い国なので、地方によって気候がずいぶん異なります。ハ

ノイのある北部は亜熱帯性気候で四季の変化があります。ダナ

ンのある中部の気候は、年間を通して高温多湿で雨が多いのが

特徴です。熱帯モンスーン気候の地域で、1年は乾季と雨季の2

つの季節に大きく分けられます。ホーチミンのある南部も熱帯

モンスーン気候で一年を通して気温が高く、雨季（5月～10月）

と乾季（11月～3月）に分かれています。 

次にベトナムの食について話します。日本といえばお寿司だ

と思われるように、ベトナムと言えばやはりフォーが思い浮か

ぶでしょう。フォーの貴重な材料は3つあります。まず、お米か

ら作られた麺です。次に、長い時間をかけて豚骨と野菜を煮込

んだスープです。最後は、フォーの上にのせる具です。フォー

のうえに載せられるお肉は鶏肉と牛肉の二つの種類がありま

す。さらに菜食主義向けのフォーもあります。そのとき肉の材

料の代わりに豆腐と野菜が使われます。 

これは私の好きな料理です。この三つはベトナムの北部、中

部、南部、それぞれの代表的な料理です。日本にあるベトナム

の料理店でもよく売られていると思いますので、皆さんもぜひ

食べてみてくださいね。 

一つ目の写真は北部の超有名なBun dauです。主な具材はbun

というお米で作られた細い麺と揚げ豆腐です。食べるとき、野

菜と一緒に発酵させたエビのソースにつけます。 
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真ん中の写真は中部のBun bo Hueです。名前のとおりに、材

料は先のBun dauのBunを使います。しかし、牛肉の辛いスープ

と一緒に食べます。 

最後の写真は南部のBanh xeoです。これはベトナム風のお好

み焼きだとよく言われていますが食べると違うと分かるはずで

す。バインセオの特徴は、生地が薄くパリッとしていることで

す。その生地にもやしなどの野菜と肉、エビといった具を挟む

ようにして焼きあげられています。食べるときはレタスとライ

スペーパーで包んで、ニョクマムといった魚醤をベースに酢や

砂糖、レモン汁などを加えて作ったたれにつけて食べる以外に

も、スイートチリソースを付けて食べます。 

料理とは別に、ベトナムには果物の種類がたくさんありま

す。皆さんはこのような果物を見たことがありますか？また、

食べた人はいますか？果物の名前を教えてもらえますか？ 

では、答えを出します。上の写真は、左から順に、マンゴス

チン、ドリアン、ドラゴンフルーツです。下の写真は、左から

順に、ライチ、ランブータン、りゅうがんです。 

次にベトナムの年中行事について紹介します。ベトナムのお

正月は日本で言う旧正月にあたります。西暦上の日付は固定さ

れないので、毎年いつがお正月なのか確認が必要です。ベトナ

ム語ではテトといいます。テトは一週間くらい続きます。皆は

仕事を休んで、帰省してから家族と一緒に家を飾ったり、料理

を準備したり、ゆっくり過ごしたりします。また、親戚や知人

訪問もアポなしで行います。また、逆に訪問される場合もある

ので、いつお客さんが来てもいいように事前にお茶と、伝統的

なお菓子の準備をしておきます。特に子供たちとお年寄りはお

年玉がもらえます。 

「中秋ちゅうしゅうの名月」の中秋、いわゆる「十五夜」も

大事な年中行事の一つです。中秋節も旧暦が基準なので毎年日

付が変わります。ベトナム人は中秋に欠かせない伝統的な食べ

物として月餅を食べます。さらに友達、知り合い、同僚にも月

餅をプレゼントするのが一般的です。月餅には二つの種類があ

ります。日本のお餅と同じような柔らかい白い月餅と皮が固い

焼き月餅があります。皮は違いますが中に詰めるものは同じで

す。伝統的な味は三つあります。一つ目は緑豆、二つ目は塩漬

け卵、三つ目は肉とかぼちゃの実の塩漬けと冬瓜とうがんの砂

糖漬けをミックスした特別な味です。 

これはお世話になった先生にプレゼントをする日です。プレ

ゼントはなんでもいいですがお花が無難です。学生とともに、

新卒社員などは、恩師への感謝のために、パーティーを予定し

ているケースも多いです。 

次に、ベトナムの民族衣装、アオザイについて紹介します。

アオザイ(Ao dai)は、丈の長い上衣と長ズボンがセットになっ

たベトナムの伝統的な民族衣装です。結婚式や誕生日、祭りな

ど普段の生活の重要なイベントで着られるほか、女子生徒の制

服として純白のアオザイを採用している学校もあります。 アオ

ザイはどの時代においてもベトナムの文化的シンボルとして考

えられてきました。 

最後にベトナムの有名な観光地を紹介したいと思います。も

しベトナムに行ったらぜひ見に来てください。これは私の三つ

のおすすめ観光地です。 

まず、ハノイから約170km離れているハロン湾です。世界自然

遺産のハロン湾はベトナムを代表する有名観光スポットで、広

大な海に浮かぶ数千の岩や鍾乳洞(鍾乳洞)を眺めながらのクル

ージングを楽しめます。海に奇岩(きがん)がいくつもそびえ立

つ姿は、「海の桂林」や「山水画のよう」と言われています。 

次に、ハノイ市の公認観光地となっているバッチャン村に行

くなら、ぜひ訪れたいのがバッチャン焼物市場です。ベトナム

の観光スポットの1つとなっており、普段使いできる食器や可愛

らしいアクセサリー、オシャレな置物など様々な陶磁器や商品

が販売されています。 

最後におすすめするのはハノイ駅から車で約5分の距離にある

ベトナムの伝統芸能の1つのタンロン水上人形劇です。ベトナム

の伝説や民話をもとにした演目が行われ、人形たちのダイナミ

ックでコミカルな動きはベトナム語がわからなくても楽しめる

と思います。 

以上で、私の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありが

とうございました。何かご質問があればどうぞ遠慮なく聞いて

いただければうれしいです。 

 

第 1255回例会 2022年 10月 21日 

会長時間 ： 大畑哲也会長 
皆さんこんにちは。国際ロータリー第

2710 地区の 2022～2023年度地区大会が

3 日間にわたり山口県周南市で行われま

した。私と門田幹事は 15 日土曜日から

行われた会長幹事会・基調講演・RI 会

長代理永田壮一ご夫妻歓迎晩餐会に出席

するためホテルサンルート徳山へ行って参りました。 

16 日周南市文化会館で行われた本会議・記念講演にはチャー

ターバスや自家用車で総勢 17 名の皆様が参加して頂きました。

ご参加頂いた会員の皆様遠方までまた、お忙しい中本当にあり

がとうございました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思

います。 

15 日の会長幹事会基調講演では講師に東京大学大気海洋研究

所教授 道田豊氏が「海洋プラスチック汚染とは何か～瀬戸内

海の現状を踏まえて～」について語ってくれました。 

道田教授の話は会場に集まった人達にとても分かりやすくユ

ーモアを交えながら話してくれました。広島城南ロータリーク

ラブが取り組んでいる事と重なりとても参考になりましたので

どこかで話す機会があれば良いかなと思います。 

RI 会長晩餐会では大変美味しい食事を頂きながら久しぶりに

会うロータリアンの皆さんと近況などについて話をし、楽しく

お酒を頂きました。 
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その中で幾つか今の広島城南ロータリークラブと違うなと感

じたのが、食事をする時の仕切り板がない事、マスクをしてい

ますが、歌の斉唱をする事。そして最後に歌う手に手つないで

は久しぶりにリアルに手をつなぎ、皆で斉唱したことです。少

しずつコロナ前に戻っていることを実感しました。 

16 日の本会議はお昼頃からでしたが現地に来る皆様を門田幹

事と準備し迎えました。本会議は粛々と進み団体、個人の表彰

もありましたが城南ロータリークラブは前日、団体地区表彰 

クラブ例会年間 100％出席達成で表彰状を頂きました事をご報

告致します。（表彰状を皆さんに見せる） 

本会議記念講演では サヘル・ローズ さんの「出会いこ

そ、生きる力」を聞きました。今現在日本で、世界で、何が起

きているのか、そして大人が、ロータリアンが何をしなければ

ならないのか、とても深く、とても強く心の奥に響きました。

同じ事を私が話してもその時に私が感じた衝撃と感動は皆さん

に伝えられません。本人が経験したこと、本人が体験したこ

と、本人が伝えたかったこと…。話を聞きながらそばで一緒に

体験しているようでした。 

周南で行われた地区大会の基調講演・記念講演とても素晴ら

しかったです。今回参加出来なかった皆さん、来年は広島南ロ

ータリークラブさん主催で広島市内で行われます。次回は全員

で参加し私が記念講演で感じた感動を皆さんと共有出来たらと

思います。 

以上で会長時間を終わります。 

 

記念日（配偶者誕生日） 
福山 正剛 会員 （福山真由子様）  01日 

田上  剛 会員 （田上 誠子様）  05日 

藤井  巌 会員 （藤井美智子様）  11日 

 

幹事会務報告 
1．ボックス配布物 

・ニコニコ箱 現金徴収についてのご案内 

・11月例会のご案内 

・広島修道院との農業体験のご案内 

 とき：11月20日（日）10:00～ ところ：吉田町農園 

  出欠について回答が分かる方は、お帰りの際に回答用紙 

を受付に提出願います。 

 ・第4回理事会議事録 

2.お知らせ 

 ・次週10月28日（金）の例会は18:30～ANAクラウンプラザ 

ホテル広島３Fオーキッドにて3RC合同夜間例会として開催 

されます。お昼間の例会はございませんので、お間違えな 

いようお願い致します。出欠の変更のある方は事務局まで 

お知らせください。 

 

 

委員会報告、他 

(1) 出席報告：プログラム･出席委員会 大西委員 

ニコニコ箱 
大畑会員（W） 

・地区大会に参加された皆様大変おつかれさまでした。 

・松苗さん本日の卓話楽しみにしています。宜しくお願いしま

す。 

門田会員（W） 

・松苗さん会員卓話よろしくお願いします。「夢」を大いに語っ

てください！！ 

木本会員 

・バーディ会お疲れ様でした。実は、秘かに自己ベスト更新を

狙って意気込んで参加させてもらいましたが、意気込みがり

きみに変わり、とんでもないスコアになりました。児玉さ

ん、南さんご迷惑をおかけしました。 

戸田会員（W） 

・地区大会で私だけネクタイがなかったので出宝します。 

・松苗さん、卓話をありがとうございます。愉しみにしていま

す。 

古江会員（W） 

・先日、バーディー会で大西会員優勝おめでとうございます。 

・本日卓話、松苗会員 30 分間頑張ってください。大いに期待

し、楽しみにしています。 

藤井会員（W） 

・本日の卓話、松苗さん時間がたりないと思いますが頑張って

下さい。 

・先日のバーディー会皆様ありがとうございました。 

水口会員 

・松苗さん、本日どんな卓話をされるのか興味津々です。 

松苗会員（TM） 

・本日卓話をさせて頂きます。よろしくお願いします。 

吉村会員 

・地区大会の基調講演こんなに感動したのは久しぶりでした。 

花島会員 

・松苗会員、本日の卓話を楽しみにしておりました。よろしく

お願い致します。 

藤原会員（TM） 

・皆様大変ごぶさたしております。広島西南ロータリーの谷口

様よりお預かりしていたのと私のを含め出宝いたします。 

大西会員（T） 

・松苗会員、卓話がんばってくださいね。 

・先日行われたバーディ会で自己新タイの 84点で優勝させてい

ただきましたので出宝します。 

南会員 

・松苗さん本日の卓話、楽しみにしています。宜しくお願いい

たします。 

計 38,000 円 
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プログラム 会員卓話 

～ 夢 ～ 

松苗弥生会員 
人前で話すのが苦手で、果たして務

まるかとても不安で、今回もどうしよ

うか…と思いましたが、みなさんの熱

意に負けて、出来る限りでお話しした

いと思います。 

（中略） 

子供の頃の夢、今の仕事に至るまでの過程、そして今現在の

夢などをお話しさせて頂きました。 

 

第 1256回例会 2022年 10月 28日 

～ ３RC 合同夜間例会 ～ 

於：ANA クラウンプラザホテル広島 

入会記念月 
津田 真幸 会員 平成07年10月06日 

髙雄 準善 会員 平成15年10月03日 

 

創業記念月 
南  真一 会員 昭和 37 年 10月 15日 

㈱ワカバユニフォーム 

藤原 智昭 会員 昭和 53 年 10月 04日 

㈲協栄 

河野  隆 会員 昭和 55 年 10月 01日 

広島総合法律会計事務所 

大畑 哲也 会員 昭和 63 年 10月 01日 

㈱大畑設備 

 

幹事会務報告 
１．お知らせ 

 ・次週11月4日の例会は休会となっております。次回の例会 

は11月11日になりますので、お間違えないようにお願いし 

ます。 

 ・卓上にある席次把握リスト、例会終了後に親睦活動委員会 

が集めますので、ご記載ください。 

 

 

プログラム ３RC 合同夜間例会 
3 年ぶりに当クラブホストにより、3RC 合同夜間例会が開催

されました。久々に皆さんにお会い出来て有意義な時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


