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　2016ー 2017年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「人類に奉仕するロータリー」
	 	 R . I . 会 長	 ジョン・ジャーム
	 	 地区ガバナー	 上 　山　昭　治
クラブテーマ	 「関心をもって感動を分かち合おう」	
	 	 クラブ会長	 渡 　辺　丈　樹

３/15	 ３クラブ合同例会に振替	 ３月 13 日㈪に移動　上野精養軒
３/22	 会員卓話	 斎藤会員、長島会員、田村会員
３/29	 定款休会

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 42 名	 0 名	 5 名	 34 名	 6 名	 85.00％	 1485 回例会修正　欠席 2名・出席率 94.87％

前回（3/1　1487 回例会）の記録

◆ゲスト 1名 米山奨学生　ゴー・ディタン・ヴァン	様
◆ビジター 2名 東京浅草ロータリークラブ　小森谷典明	様
  東京リバーサイドロータリークラブ　栗 原 正 雄	様

会長報告＜渡辺会長＞
・異母兄弟といえば、今ピンと思い浮かぶのは
金正男、金正恩ですが、今日話題にするのは
江戸時代の徳川家光・保科正之です。死者
１０万人を出した明暦の大火という大惨事に
あたり陣頭指揮をとり江戸の町を救ったのが
保科正之であり、幼い後継者の補佐役として
保科正之を選んだのが徳川家光でした。大惨

事のとき家光は他界していたのですが、正之
をリーダ－に指名していたという意味で影の
立役者だともいえます。正之は江戸の町民を
救うために、何日も炊き出しをし、幕府の金庫
番を無視して復興のために有り金を全部使っ
たのです。このような人物がこのとき存在して
いた日本の幸運をあらためて感じます。

幹事報告＜岩田幹事＞
・本日は第１例会ですので、例会終了後に理事
役員会があります。
・例会変更のお知らせが来ておりますので、事
務所でご確認下さい。

・３月15日の例会は３月13日（月）の３クラブ合
同例会に振替となり、３月29日の例会は休会
となりますので、皆様お間違いがないよう宜し
くお願い致します。

年間100％出席	 　　　　　後 上 　 清 君　４回　　



ニコニコボックス
＜渡辺会長、岩田幹事＞
・ヴァンさん、卓話楽しみにしています。
＜上原、宮崎、大塚、原田、斎藤、浜中、宮村、

山尾、後上、古屋、長島、上野、河村、太田、
中村、松本、小林（雅）、尾泉＞
・ヴァンさん、本日の卓話よろしくお願いし
ます‼

＜宮村、吉沼、太田＞
・東北復興支援継続を‼

委員会報告
＜親睦活動委員会　太田委員長＞
・丸岡さん宮崎さんの新入会員歓迎会を３月
２日、ノリ・ギンザで開催します。

＜宮崎、伊石、矢野＞
・熊本地震復興支援をよろしくお願いします。
＜大塚、長沼＞
・お誕生日のお祝いをして戴き、ありがとう
ございました。

＜加藤＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

第 8 回　理事・役員会　報告

＜会長挨拶＞
　渡辺会長より「短時間で実りのある理事会に
していきましょう」との挨拶がありました。

＜審議事項＞
１．平成29年１月度会計報告について（会計浜中）

浜中会計より1月度の会計報告があり、
異議なく承認されました。

＜協議事項＞
１．新入会員フォローアップ体制について（渡辺会長）

渡辺会長より「高橋会員・磯本会員のと
きと同じく、新入会員・丸岡さんについ
て、メーキャップのやり方とか、ロータ
リーのことを色々教えてあげる世話役を
３名決めたい」という提案があり、協議
の結果、潮田会員、小林博会員・斉藤会
員の３名が丸岡さんをフォローアップす
るメンバーに決まりました。この３名に
ついては、様子を見ながら約２～３年は
関わって頂くことになります。

＜報告事項＞
１．クリスマス会収支報告（太田親睦活動委員長）

太田親睦活動委員長より収支報告があり、
約５万円の赤字が出た旨の報告がありまし
た。その点については、当クラブとして本
会計で処理することが確認されました。

２．NPO法人国際ロータリー日本青少年交
換委員会（RIJYRC）について

（藤掛地区青少年奉仕委員長）
藤掛地区青少年奉仕委員長よりRIJYRC
について、セクハラ問題対策等のため、法
人化して保険に入る必要がある、各クラブ
に新たな負担を課すものではない、現状を
追認する意味合いのものである、すでに米
山奨学ではそのような体制で実施されてい
る等の趣旨説明がありました。結論として、
当クラブも承認することになりました。

３．ローターアクト挨拶
当クラブローターアクトの小笠原聡氏よ
り、次年度の地区ローターアクト代表に
選出されたことの報告があり、次年度に
向けた決意と抱負が語られました。



卓　　話

「米山奨学生—1年間を振り返って」

ゴー・ディタン・ヴァン	さん

ロータリー米山記念奨学会 
東京浅草中央ロータリークラブ                      2017 年 03 月 01 日(水) 

                     2016～2017 年度米山奨学生 ゴティタンヴァン 
卓話（30 分） 
内容：米山奨学生―1 年間の振り返り 

私の米山奨学期間は 2016 年 04 月～2017 年 03 月まで、あっという間に一年が経ちまし

た。おかげさまで修論発表無事に終えました。今日は私の最後の卓話、そして最後の例会と

なります。この一年間のことについて話したいと思いますが、その前に、日本に来る前の話

をしたいと思っています。 
まず、私なぜ日本に興味を持ったのかについてです。私の母は 25 年前バイクの部品や電

気製品を扱うお店を経営し始めて、いろいろな国から輸入された商品を販売しました。母は、

どんな国の商品よりも、日本製が大好きです。日本のものが一番いいといつも言っていまし

た。そのため、私の日本のイメージは「いいものを作った国」で、興味を持つようになり、

いつか日本に行ってみたいと考えました。 
また、父は建築エンジニアで、子供の時はよく父の仕事場―建築現場―に遊びに行ってい

ました。姉も私も建築が面白い仕事だと思って、姉はホーチミン建築大学に入学した 4 年後、

私も同じくホーチミン市建築大学に入学しました。 
それから、大学 4 年生の時、同じクラスのお友達が日本語学校を通いしていることをしっ

て、私はその友達から日本語の教科書を借りて、自分で日本語を勉強し始めました。なぜそ

の時私はまだ日本語学校に行かないかというﾄ、学費が高いからです。大学より日本語学校

の学費が高いです。なので、私もちろん日本語学校は行きますが、その前に事前学習して、

ある程度日本語の基礎をつけてから行ったほうが学費の無駄にならないと考えました。 
そして、私はもっと日本について勉強したい、日本に留学したいと親と相談したら、あっ

さり許可をもらい、大学卒業してからすぐ日本に来ました。 
最初は、静岡の日本語学校に入学しました。静岡の学校は比較的に学費が安く、生活費も

安い、暮らしやすい街で、しかも富士山もある非常にいいところだと思って、静岡を選びま

した。日本に来て、まず日本語の勉強が大事です。日本語能力を図るため、日本語能力試験

を受けなければなりません。日本語能力試験は N1 から N5 まであり、N5 が一番やさしい

レベルで、N1 は一番難しいです。日本に留学するため、最低限は N4 に合格しなければな

りません。私は日本に来る前に N4 の試験に合格し、一年 3 ヵ月後に N3 をとばして N2 を

とり、その半年後に N1 を獲得しました。日本の大学に入るため、日本語能力が N2 以上と

されるため、この日本語能力試験は非常に大事な資格です。 
そして、私は日本語学校に卒業し、東京の中央工学校の大学院進学クラスに 1 年間通いし

てから、現在の東京電機大学に入学しました。 
次に、この一年間の学業について説明します。 
私は東京電機大学大学院 建築環境・計画研究室に所属し、研究室の主な研究テーマは子

供、高齢者、障害者のための建築環境整備などです。自分の研究の目的は高齢者が住み慣れ

た地域に最後まで暮らせるための環境整備についての知見を得ることは目的です。施設のサ



ービス利用と居住環境の改修で、高齢者の地域継続居住が可能になると考えられます。そこ

で、高齢者が在宅できるために、居宅の改修の事例の分析と地域の施設のサービス利用実態

についての研究をしています。 
研究の流れ：研究テーマ決定してから、色々な施設を見学し、情報収集を行いました。それ

から、見学に行ってきた施設の中から、対象調査施設を選択しました。 
調査内容：東京足立区千住地区に住んでいる高齢者を対象に，査期間はずっと自転車でいろ

いろな高齢者居宅を訪問し，実際の生活環境を把握しました。 
簡単に説明すると，高齢者の居宅を訪問し，居住環境の間取りや家具の配置等を記録し，高

齢者の状態に合わせて住まいの工夫を分析します。 
おかげさまで今年の 2 月に無事に研究成果をまとめて，発表することが出来ました。 
次に、ロータリー米山奨学会についての話です。 
米山奨学生の義務： 
 ・月一回世話クラブの例会に出席すること 
 ・一年 2 回卓話をすること 
 ・一年 2 回レポートを提出すること 
 ・米山記念奨学会の行事に参加すること 
他の奨学会と違って、人との交流やコミュニケーション能力が求められ、人との出会いを大

切にするのは米山記念奨学会の特徴だと思います。 
国際ロータリー第 2580 地区 米山奨学生行事 
・2016 年 04 月 奨学生・カウンセラーオリエンテーション 
・2016 年 06 月 ボーリング大会 
・2016 年 07 月 ロータリー米山奨学生学友会 総会 
・2016 年 09 月 米山梅吉記念館訪問＆墓参・柿田川湧水清掃活動 
・2016 年 10 月 奨学生・・大学指導教官・カウンセラー三者懇親会 
・2017 年 02 月 地区大会 ファミリーパーティー 
        地区大会 
        期間終了式 
ロータリークラブの行事 
・2016 年 07 月 東京浅草中央ロータリークラブ 隅田川花火会 
・2016 年 10 月 ロータリー米山奨学生学友会 2016 年度ピクニック 
・2016 年 11 月 ロータリー財団 100 種年記念シンポジウム 
・2016 年 12 月 東京浅草ロータリークラブ クリスマス会 
        京西北ロータリークラブ クリスマス会 
        米山奨学生 忘年会 
東京浅草中央ローターアクト 
・2016 年 07 月 入会 
・2016 年 08 月 浅草サンバカーニバル鑑賞会 
        浅草神社夏休み体験学習 
・2016 年 10 月 フラダンスフェス in 浅草 
        グローバルフェスタ JAPAN 2016 
・2016 年 11 月 ローターアクトサミット 
・2017 年 01 月 書き初め例会 
・2017 年 02 月 アロマテラピー例会  
2016 年 04 月 米山奨学生・カウンセラーオリエンテーション 
私は一年前、2016 年―2017 年度 2580 地区の奨学生に選ばれました。04 月のオリエンテー

ションの時に、桜のバッジを頂きました。このバッジの意味は、私達奨学生は、これからさ

くらのようにきれいに花を咲かせることを期待されるという意味です。 
2016 年 06 月 米山奨学生ボーリング大会 
私はこの時点までにはボーリングをしたことがなかったです。何も知らないまま大会に行く

のも困りますので、カウンセラーと相談したら、事前練習行きましょうと言ってくれて、そ

の時イージー君（チェコからの青少年交換留学生として去年日本に来ました）もいたので、

一緒に練習に行って、ボーリングについて教えていただきました。 
2016 年 07 月 
 ・米山総学生学友会 総会 
清澄庭園で行われました。この機会に、1970 年代のベトナムの米山奨学生にあって、いろ

いろ話ができました。何十年前の奨学生でも今までロータリーとのつながりを続いて、この

ようなイベントに参加することはとても素晴らしいことだと私は思っています。 
 ・花火大会 
東京で一番花火がきれいに見れる場所から花火を楽しんだことが出来ました。また，日本人

は花火を見ると，玉屋または鍵屋と言います。調べてみると，これは江戸時代に有名な花火

屋さんのことでした。とても勉強になりました。 
 ・浅草ローターアクトクラブ入会 
2016 年 07 月に東京浅草中央ロータアクトクラブに入会しました。自分も含めて，今年度 3
人の米山奨学生が浅草中央ロータアクトに入会しました。今後の活動もご期待ください。 
2016 年 08 月 
 ・浅草神社夏休み体験 
8 月の夏休みに奨学生たちと浅草神社での体験を参加し，浅草神社の歴史や神社での生活に

ついて教えて頂きました。非常に貴重な体験だと思います。 
 ・第 35 回 浅草サンバカーニバル鑑賞会 
サンバカーニバルで着物を着て踊るのは日本ならではの特徴です。 
2016 年 09 月 
 ・米山梅吉記念館訪問・墓参―柿田川清掃活動 
静岡の米山奨学生と一緒に米山梅吉記念館を訪問し、墓参りしました。また、柿田川の清掃

活動にも参加しました。本河川は、長良川・四万十川とともに日本三大清流に数えられてい

ます。1985 年（昭和 60 年）柿田川湧水群として名水百選に選定され、水が非常にきれいで

す。このきれいな水を守るため、このような清掃活動がよく行われます。 



・2016 年 10 月 フラダンスフェス in 浅草 
        グローバルフェスタ JAPAN 2016 
・2016 年 11 月 ローターアクトサミット 
・2017 年 01 月 書き初め例会 
・2017 年 02 月 アロマテラピー例会  
2016 年 04 月 米山奨学生・カウンセラーオリエンテーション 
私は一年前、2016 年―2017 年度 2580 地区の奨学生に選ばれました。04 月のオリエンテー

ションの時に、桜のバッジを頂きました。このバッジの意味は、私達奨学生は、これからさ

くらのようにきれいに花を咲かせることを期待されるという意味です。 
2016 年 06 月 米山奨学生ボーリング大会 
私はこの時点までにはボーリングをしたことがなかったです。何も知らないまま大会に行く

のも困りますので、カウンセラーと相談したら、事前練習行きましょうと言ってくれて、そ

の時イージー君（チェコからの青少年交換留学生として去年日本に来ました）もいたので、

一緒に練習に行って、ボーリングについて教えていただきました。 
2016 年 07 月 
 ・米山総学生学友会 総会 
清澄庭園で行われました。この機会に、1970 年代のベトナムの米山奨学生にあって、いろ

いろ話ができました。何十年前の奨学生でも今までロータリーとのつながりを続いて、この

ようなイベントに参加することはとても素晴らしいことだと私は思っています。 
 ・花火大会 
東京で一番花火がきれいに見れる場所から花火を楽しんだことが出来ました。また，日本人

は花火を見ると，玉屋または鍵屋と言います。調べてみると，これは江戸時代に有名な花火

屋さんのことでした。とても勉強になりました。 
 ・浅草ローターアクトクラブ入会 
2016 年 07 月に東京浅草中央ロータアクトクラブに入会しました。自分も含めて，今年度 3
人の米山奨学生が浅草中央ロータアクトに入会しました。今後の活動もご期待ください。 
2016 年 08 月 
 ・浅草神社夏休み体験 
8 月の夏休みに奨学生たちと浅草神社での体験を参加し，浅草神社の歴史や神社での生活に

ついて教えて頂きました。非常に貴重な体験だと思います。 
 ・第 35 回 浅草サンバカーニバル鑑賞会 
サンバカーニバルで着物を着て踊るのは日本ならではの特徴です。 
2016 年 09 月 
 ・米山梅吉記念館訪問・墓参―柿田川清掃活動 
静岡の米山奨学生と一緒に米山梅吉記念館を訪問し、墓参りしました。また、柿田川の清掃

活動にも参加しました。本河川は、長良川・四万十川とともに日本三大清流に数えられてい

ます。1985 年（昭和 60 年）柿田川湧水群として名水百選に選定され、水が非常にきれいで

す。このきれいな水を守るため、このような清掃活動がよく行われます。 
2016 年 10 月 
 ・グローバルフェスタ 
多くの人にロータリーのことを知ってもらうため貴重な機会です。 

・フラダンスフェス in 浅草 
福島県から来た高校生たちが浅草神社でフラダンスを披露し、見る人に元気を与えます。 
・ロータリー米山奨学生学友会 2016 年度ピクニック 

夢の島の熱帯植物館を見学しました。久しぶりにベトナムにもある熱帯植物を見ることがで

きました。  
2016 年 12 月  
 ・東京浅草中央ロータリークリスマス会 
私毎年のクリスマスの時期には予定がなく、いつもアルバイト行っていました。今年は皆さ

んと一緒に楽しくクリスマスを過ごすことができて、とても嬉しく思っています。 
・東京西北ロータリークラブ クリスマス会 

同じ米山奨学生の誘いで、東京西北ロータリークラブのクリスマス会に参加しました。 
 ・米山奨学生 忘年会 
米山奨学生同士の横つながりがとても大事だと思います。このような機会で、お互いに大学

のこと、就職のこと、また世話クラブの話もできました。 
2017 年 01 月 
 ・東京浅草中央ローターアクト 書き初め例会 
自分の初書道体験です。今年の文字は「縁」という文字で、たくさんの人との出会いを大切

にするという思いで、この文字を書きました。 
2017 年 02 月  

・米内山奨学生期間終了式 
無事に一年間の米山奨学期間を終えることができました。 
この一年間、たくさんの方々に支えられ、私は東京電機大学の学生として、米山奨学生とし

て、また東京浅草中央ローターアクトの一員としていろいろな体験ができて、非常に充実な

時間を過ごすことができました。 
将来について 
大学を卒業したらベトナムに戻ることに決めました。ベトナムに帰っても、日本に関わりが

ある仕事に努めたいと考えています。現在、ベトナムには日本の企業が多くありますが、日

本語が話せる人は比較的に少ないです。なので、ベトナムで自分の日本語力を生かせる 
仕事を見つけたいと思います。 
建築について勉強してきたので、街づくりや建設にかかわる仕事ができればと思います。 
皆さんいつかベトナムに遊びに来てください！その時にぜひ連絡して頂いて、日本のお土産

を持っていただければ嬉しいです！日本のお土産をお待ちしております。 
最後に感謝の言葉をベトナム語で申し上げたいと思っています。 
「Xin chân thành cám ơn mọi người trong thời gian qua !!」 
皆さん、本当にありがとうございました！！ 



＜今週担当　後上　清＞

2016 年 10 月 
 ・グローバルフェスタ 
多くの人にロータリーのことを知ってもらうため貴重な機会です。 

・フラダンスフェス in 浅草 
福島県から来た高校生たちが浅草神社でフラダンスを披露し、見る人に元気を与えます。 
・ロータリー米山奨学生学友会 2016 年度ピクニック 

夢の島の熱帯植物館を見学しました。久しぶりにベトナムにもある熱帯植物を見ることがで

きました。  
2016 年 12 月  
 ・東京浅草中央ロータリークリスマス会 
私毎年のクリスマスの時期には予定がなく、いつもアルバイト行っていました。今年は皆さ

んと一緒に楽しくクリスマスを過ごすことができて、とても嬉しく思っています。 
・東京西北ロータリークラブ クリスマス会 

同じ米山奨学生の誘いで、東京西北ロータリークラブのクリスマス会に参加しました。 
 ・米山奨学生 忘年会 
米山奨学生同士の横つながりがとても大事だと思います。このような機会で、お互いに大学

のこと、就職のこと、また世話クラブの話もできました。 
2017 年 01 月 
 ・東京浅草中央ローターアクト 書き初め例会 
自分の初書道体験です。今年の文字は「縁」という文字で、たくさんの人との出会いを大切

にするという思いで、この文字を書きました。 
2017 年 02 月  

・米内山奨学生期間終了式 
無事に一年間の米山奨学期間を終えることができました。 
この一年間、たくさんの方々に支えられ、私は東京電機大学の学生として、米山奨学生とし

て、また東京浅草中央ローターアクトの一員としていろいろな体験ができて、非常に充実な

時間を過ごすことができました。 
将来について 
大学を卒業したらベトナムに戻ることに決めました。ベトナムに帰っても、日本に関わりが

ある仕事に努めたいと考えています。現在、ベトナムには日本の企業が多くありますが、日

本語が話せる人は比較的に少ないです。なので、ベトナムで自分の日本語力を生かせる 
仕事を見つけたいと思います。 
建築について勉強してきたので、街づくりや建設にかかわる仕事ができればと思います。 
皆さんいつかベトナムに遊びに来てください！その時にぜひ連絡して頂いて、日本のお土産

を持っていただければ嬉しいです！日本のお土産をお待ちしております。 
最後に感謝の言葉をベトナム語で申し上げたいと思っています。 
「Xin chân thành cám ơn mọi người trong thời gian qua !!」 
皆さん、本当にありがとうございました！！ 




