
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～基本的教育と識字率向上月間～、～ロータリーの友月間～第1847回例会

会長挨拶 平野好道会長

2018年9月6日（木）  晴れ  第9回

　本日の会長挨拶ですが、前回ミニメッセー
ジをいただいた松波さんから岩田さんにと指
名があり、今日は岩田さんのお話になります。
前回、松波さんのお話､ウィークリーに上手く
まとまっていたなと思いました。その話に先立
ちまして、先日は山田さんのご葬儀にて、会員
の皆様にお手伝いを頂きありがとうございま
した。また、台風が名古屋に来て､皆様に被害
などなければいいなと思っております。そして
今朝方、北海道で地震があり、札幌手稲RCはどのような状況かを
事務局より問い合わせをしておりますので、状況が分かり次第ご報
告を致します。それでは岩田さんよろしく御願いします。

萩原孝則会場委員
「君が代」「奉仕の理想」　　　　　　　　　
米山奨学生　　 グエン・ティ・カリンさん　　
名古屋千種RC　渡邊源市さん
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　皆様こんにちは。ロータリーにNOは
ない、ということでご指名を頂きました
岩田でございます。直前会長の稲葉さん
は、会長挨拶に命をかけよということで
大変だったと思いますが、平野会長はな
かなかずる賢いなと。みんなにしゃべら
せてこれが省エネかな、と大変感心して
いるところでございます。実は先日うちの
妻と娘が脳ドックを受けて、脳のことに
ついて調べておりましたら、男性と女性
でずいぶん違いがあるとしり、今回はその話をしたいと思います。ま
ず男性と女性ですが、基本的に見た目が違いますのですぐに分かり
ます。しかし見えない部分、例えば腸の長さは女性の方が長い。脳
の大きさや重さは男性の方が大きく重たいです。ですが頭の善し悪
しには関係ないということです。あと左脳と右脳をつなぐ脳梁とい
うものがございます。この脳梁は女性の方が丸みがあり大きいと言
うことです。その結果、男性はしゃべる時に無駄なことは余りしゃべ
らない。理論的に話すそうです。女性は脳全体を使って話をします。
そこは脳梁が関係しているだろうと言われています。脳全体を使う
ことで感情的になったりするのだそうです。ですので女性と話す時
に理解出来ない事も起こるのだと思います。それから海馬という所
は記憶に関係するところで、女性の方が大きく記憶力もいいのだそ
うです。お酒を飲み過ぎて病院に運ばれた等、昔のことをいつまで
も覚えていたりしますので皆様お気をつけ下さい。最後に手につい
てですが、人差し指と薬指を比べると薬指の方が長いのではないで
しょうか？これは基本的に男性ホルモンが多く出ている結果で、女
性は人差し指の方が長くなっていると思います。今回は脳のことに
関して調べた豆知識のお話を致しました。

会員65名　出席45名  （出席計算人数49名）
8月30日は補填により80.7％出席率　81.8％

出席報告 森　裕之出席委員

ニコボックス 森　裕之ニコボックス委員

宜しくお願い致します。
久しぶりの出席です！
米山奨学生カリンさん､今日、卓話よろしくお願いします。

最近仕事がたてこみ、野球の練習に出られず申し訳ありません。残
念ながら甲子園も参加出来なくなりました。皆さんがんばって下さ
い。
先日は関谷さんに大変お世話になりました。まさか関谷さんがブル
ーノートのステージで歌われるとは思っても見ませんでした。夢のよ
うでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
昨日のゴルフで湯澤信雄さん、本田さんにお世話になり楽しく過ご
させていただきありがとうございました。　　　　　　　　　　　
台風地震と災害続きで心配です。本日より豊田スタジアム、B’zコン
サート無事に終わります様に!!
本日は朝早くから野球部の皆様で練習しました。お疲れ様でした。 

昨日ロータリーゴルフ例会、今日野球部朝練でフラフラです。　　　

久しぶりの出席です。
大阪出張で台風直撃にあいました。翌日無事に帰りました。

名古屋千種RC 渡邊　源市さん
髙村　博三さん

市岡　正蔵さん

湯澤　勇生さん

田中　　宏さん

渡辺喜代彦さん

山口　哲司さん

鈴木　淑久さん

湯澤　信雄さん
亀井　直人さん

森　裕之さん
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委員会・同好会報告
親睦活動委員会：田中宏委員長

　9月10日(月)に福岡西RCの夜間例会が、17時30分より西鉄グラ
ンドホテル2階｢プレサージュ｣にて開催されます。ご参加の皆様は現
地集合となっております。現在私を含め7名の出席者となっておりま
す。翌日ゴルフに参加される方で、クラブ一式送られる方は宅配の手
配をお願いいたします。メールボックスにも詳細を入れてありますの
で、ご確認ください。

野球同好会：鈴木淑久さん
　本日より会費の徴収を始めておりますので、よろしくお願いします。
来週1日練習をし、再来週の9月17日に甲子園に行きます。当日入る
方に入場証明書を配布していますので、忘れずにお持ちください。

湯澤勇生会場委員
「我等の生業」
声楽家　大久保亮さん　　　　　　　　　　　　　　
米山奨学生　グェン ティ カリンさん　

岩田修司さん

米山功労者表彰
　西川撤也さん、原田敬生
さんが米山功労者として表
彰されました。おめでとうご
ざいます。



■次週の行事

■今週の卓話

■次々週

9月20日（木）　ガバナー補佐訪問

9月27日（木）　R規定により休会

例会のご案内

9月13日（木）　
会社オーナーに朗報！自社株贈与の
税金が実質ゼロに !
株式会社国土工営　中小企業診断士
上甲覚さん

テ ー マ

卓 話 者
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テーマ：｢旅から学ぶ｣

　皆様こんにちは。今回の卓話を通して母国であるベトナムを紹介
しながら学んだことについてお話しいたします。「旅から学ぶ」という
タイトルについてですが、ベトナムのことわざ「Đi một ngày đàng 
học một sàng khôn」からこのタイトルにしました。このことわざは
「かわいい子には旅をさせよ」という日本のことわざに近いと思いま
す。知識を身につけられるように本を読んだり学校に通ったりしな
ければならないというのは誰でも分かると思いますが、学校などで
勉強するほか、社会に出て実践から知識を得ることも大事だと思い
ます。そうすると世の中のつらさと苦しみを経験でき、さらに人生の
善し悪しを見分けることが出来ると思います。私は昔、海外にいかな
いと新しい知識を得られないと思っていました。ですが日本に留学
に来たあと、そうではないと分かりました。最近帰国した時、日本に
在学しているベトナム留学生の仲間内で新しいことを学びました。
母国なのに意外とまだ分からないこと、気が付いたことがたくさん
あり、とても新鮮な気持ちになりました。
　RCの皆様はベトナムに何度か足を運ぶなどして知っている方も
いると思います。ですが私のまわりではベトナムについてまったく知
識がない人も少なくはありません。過去、日本人の友人に「ベトナム
は安全な国なの？」「まだ戦争してるでしょ？」「道を歩いていて大丈
夫なの？」とよく聞かれました。さらに私が帰国をする際には「ベトナ
ムではインターネットが使えるの？」と質問されたことがあります。ベ
トナムはまだ日本人、特に若い人には安全な国ではないというイメ
ージがあるようです。この機会に今日はベトナムについてお話をした
いと思います。ベトナムは東南アジアに位置し、中国に隣接し、西は
ラオス、カンボジア、東と南側は海に面しています。面積は33万平方
キロメートルほどです。日本の方が大きいです。首都はハノイです。
私の出身地でもあります。今ベトナムで一番人気の都市は、ホーチ
ミン市です。ベトナムの中で一番経済が発展しています。そして人気
のある観光地はダナン、ホイアン、フエなどです。8月にベトナムに帰
国をしましたが、ホイアンとダナンに旅行に行きましたので、少しご
紹介したいと思います。時差は日本よりマイナス2時間です。人口は
2018年現在で約9600万人で、主要な民族はキン族で、私もキン
族です。民族衣装はアオザイで、私も今日着てきました。ベトナムの
学生もアオザイをユニフォームとして学校に通っています。ただとて
も不便なので、最近では月曜日だけ着用して、他の日は普通の洋服
を着ています。他にも53の民族があり、それぞれ民族衣装は違いま
すが、ほぼアオザイが民族衣装となっています。次にベトナムの有名
な料理を紹介いたします。一番人気はフォー(ライスヌードル)です。
みなさんおわかりかと思います。そしてバイン・セオ(ベトナム風のお
好み焼き)もとても美味しく有名です。ベトナムに来たらぜひとも食
べていただきたいです。他にもブンチャー(ベトナムのつけ麺)もとて
も人気です。昨年、オバマ大統領がベトナムに来た時にブンチャーを
召し上がり、「オバマブンチャー」というメニューが出来、有名になっ
ていました。他にもバイン・クォン（蒸し春巻き）という料理も有名で
す。バイン・ミーはベトナムのサンドイッチで、大体のお店にはあると
思います。そして生春巻きは日本でもよく食べられている料理です。
バインチュン（ベトナムのちまき）はベトナムのお正月に食べられる
料理です。
　次にベトナムの経済発展、成長ををご紹介します。ベトナムは貧困
国から発展途上国になりました。世界各国と貿易を行っています。
そしてなんといっても経済成長の要因は、外国企業の工場建設にあ

次週9月13日(木)18：30より、親睦活動委員会を名古屋餃子製
作所にて行います。

本日9月６日(木)13：30より、第３回理事会をヒルトン名古屋４F
にて行います。

幹事報告 湯澤信雄幹事

卓話 米山奨学生　グェン・ティ・カリンさん
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9月誕生日おめでとう
関谷　俊征さん　八木沢幹夫さん　鈴木　淑久さん
近藤　雄亮さん　越原　一郎さん　岡村　達人さん
原田　敬生さん　小串　和夫さん　大嶽　達郎さん

ります。RCの皆様の中にもベトナムに工場を建設している方もいら
っしゃるかと思います。今ベトナムには日本企業の工場が多くありま
す。
　そしてベトナムのIT経済の発展状況ですが、ベトナム人は
facebookが大好きです。日本人はLINEを使用すると思いますが、
ベトナムではfacebookでやりとりをします。就活などもfacebook
で行っています。スマートフォンですが、ベトナムではiPhoneが人気
です。サムスンや他のブランドではなくiPhoneを使用しています。
　ベトナムに工場を持っている日本企業のおかげで、ベトナムの経
済が発展していると思っています。日本はベトナムの輸出入先として
存在感を示しています。2009年にはベトナムと日本の間にEPAが
締結されました。ユニクロがベトナムに2019年にオープンすること
が決まっています。ベトナム人は楽しみにしております。ベトナム人は
ユニクロがとても好きで、日本に来たらユニクロの服を購入し、ベト
ナムで売ります。ですので、本当はユニクロのお店ではないのにユニ
クロと書いてあるお店がたくさんあってビックリしました。日本とは
今後とも長期的に優良なパートナーとして期待されています。
ASEANの中で経済的な影響力を高めているのがベトナムだと思い
ます。このベトナムの躍進について、4つの要因があると考えておりま
す。1つ目は労働者の人数の割合が高いことです。ベトナムには若い
人が多く、日本企業の工場で多く働いております。2つ目は年々生産
力が上昇している事です。3つ目は中産階級層の拡大。4つ目は未開
拓の市場が多く、外資系企業の投資が期待できる。ということです。
　ベトナムに帰国した際に、新しいなと思ったことをご紹介します。
喫茶店やおしゃれなお店が増えています。ベトナムにはコンカフェと
いう喫茶店があり、人気となっています。このお店のコンセプトは、ベ
トナムの昔の服を着て、昔風の雰囲気にしているところです。ベトナ
ム人は昔からお茶をカフェで飲む習慣があり、仕事前や仕事後、　
喫茶店に行きます。ベトナムの人気観光地にはまるで海外の観光地
のような所があります。ダナンに旅行に行った時、まるで大阪のUSJ
のようだなと思うリゾートがあり、本当に海外の街のようだなと思い
ました。皆様もぜひダナンにあそびに行ってください。ホイアンは昔、
日本人街があったと言われていて、日本人が作ったと言われている
橋があります。今ダナンとホイアンでは海外からの旅行客が多く、こ
こは本当にベトナムなのか？と思うほどです。海外の方と接すること
が好きな私はとてもうれしく思っています。ベトナムがますます経済
発展していく風景の中で、伝統的な風景も守って行くことが、新しい
ベトナムを作るのだと思います。
　最後に、出会いから学ぶ、ということをお話ししたいと思います。
私がホイアンに遊びに行った時に、日本の大学生に出会いました。
彼らと話をして、ベトナムに興味を持ってもらえて、とても嬉しく思い
ました。ベトナムで色々な国から来た方達と出会えたことで、国際観
についてより深く考える機会になりました。国際化が進む中で異文
化に対する理解や異なる文化を持つ人 と々協調していく事を育むこ
とは、子どもたちにとって重要なこと
だと思います。現在ベトナムの子ども
たちは幼稚園から英語を勉強し、人
気のある観光地に行って英語を使う
環境となっているので、日本の子ども
たちも英語を頑張って勉強して欲し
いなと思っています。日本に留学した
おかげで、とても多くのことに気付く
ことが出来、より自分の国も大好きに
なり、より日本を理解できるようにな
ったと思います。
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