
２０１７年　１２月２６日発行

【大和ロータリークラブ活動方針　： ロータリーに変化をもたらす】

古川　　毅

jimukyoku@yamato-rc.org
花岡　　正

武田　　茂 森川　　良三

国
際
ロ
ー
タ
リ
ー
テ
ー
マhttp://www.yamato-rc.org

.1.24.17.10.3.27.13.22.8.1.18.11.4.25.18.14

http://www.yamato-rc.org

例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容
１月  ２日（火）

１月  ９日（火）

１月１６日（火）

１月２３日（火）

取止め例会

取止め例会（祝日週）

会長挨拶「年頭にあたり」

第５回クラブフォーラム「職業奉仕について」

２６１７

２０１８

１２：３０

１２：３０

籾山・赤澤・本田・三浦・田辺・片山・石井

本田・田辺・片山・石井

籾山・赤澤・松川（健）

前々々回

前々回

前　回

本　日

３４（１１）

３４（１１）

３４（１１）

１２月 １０日（日）

１２月 １２日（火）

１２月  １７日（日）

１２月 ２６日（火）

7

4

3

75.00

85.71

90.32

２１

２４

２８

本日 ￥８,０００  累計 ￥３２９,５００

第26１5回
2017年1２月17日（日）

第26１3回　2017年1２月10日（日）

第26１4回　2017年1２月12日（火）

交通事故撲滅大作戦

司　　会 ／伊藤　彦二　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張　美穂　会員
斉　　唱 ／「奉仕の理想」

会場：大和自動車学校

Ｐ１・２

第26１5回　2017年1２月17日（日）
２０１７年－２０１８年度 クリスマス家族会 会場：横浜うかい亭

Ｐ６・７・８

Ｐ３・４・５

ゲ ス　ト／ 神奈川工科大学応用バイオ科学科
 教授　飯田 泰弘 様

 米山奨学生　グエン　タン　タム君

ビジター／ 座間ＲＣ　磯部　芳彦 様

例会司会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　  ／相原 聰　会員
斉　　唱  ／「奉仕の理想」

ビジター／ 東京山王ＲＣ　直前会長　安田 尚子 様
 座間ＲＣ　　　　　　　　　会長　細川 康治 様

1８

２ ７

第26１5回　2017年1２月17日（日） クリスマス家族会

相原ご夫妻・

愛の二重唱

子供免許証会場

ハンフリー・ボガート現る

交通事故撲滅大作戦全体会議 例会 会長の時間

戸張親睦委員長お疲れ様

相原さんピースですよ齋藤さんいらっしゃい

伊藤副委員長ご子息お嬢様お疲れ様

下島さん、二人の美女に囲まれて
緊張してます

加齢なる一族

細川会長ようこそ

俺の孫、可愛いだろ

じゃんけんで負けるのが仕事です

三人で２５０歳を超えるけど
益々元気で～す

伊藤夫人いい笑顔ですねぇ

安田直前会長遠方よりありがとう

例会風景 幹事報告

日本は寒いです

健チャン頑張ってます

ザ・スリーブラザース

乗りたいなぁ

グエン君も頑張りました 閉会の挨拶女性白バイ隊員です

大和シルフィードの方々と共に

大和ＲＣ員集合

１２／１０　　　 交通事故撲滅大作戦日

１２／１０　　　 交通事故撲滅大作戦日

大和中RCの皆様と共に

三浦一家

相原ソングリーダー

片山一家

眞鍋一家

本田組 松川パスト会長も
元気です

卒寿を迎えた
道岸パスト会長による乾杯

石田さん
ようこそ 

華麗なる一族

戸張委員長はじめ親睦委員会の皆様夫婦円満の秘訣教えてよ

故きを温ね
新しきを知る

入澤さん当選おめでとー
ど・れ・に・し・よ・う・か・な・

本邦初公開
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今
後
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１月  ２日（火）

１月  ９日（火）

１月１６日（火）

１月２３日（火）

取止め例会

取止め例会（祝日週）

会長挨拶「年頭にあたり」

第５回クラブフォーラム「職業奉仕について」

２６１７

２０１８

１２：３０

１２：３０

籾山・赤澤・本田・三浦・田辺・片山・石井

本田・田辺・片山・石井

籾山・赤澤・松川（健）
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前々回
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３４（１１）

３４（１１）
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第26１5回
2017年1２月17日（日）

第26１3回　2017年1２月10日（日）

第26１4回　2017年1２月12日（火）

交通事故撲滅大作戦

司　　会 ／伊藤　彦二　会員
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斉　　唱 ／「奉仕の理想」
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Ｐ３・４・５
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ハンフリー・ボガート現る

交通事故撲滅大作戦全体会議 例会 会長の時間

戸張親睦委員長お疲れ様
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下島さん、二人の美女に囲まれて
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安田直前会長遠方よりありがとう
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乗りたいなぁ
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大和ＲＣ員集合
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１２／１０　　　 交通事故撲滅大作戦日

大和中RCの皆様と共に

三浦一家

相原ソングリーダー

片山一家

眞鍋一家

本田組 松川パスト会長も
元気です

卒寿を迎えた
道岸パスト会長による乾杯

石田さん
ようこそ 

華麗なる一族

戸張委員長はじめ親睦委員会の皆様夫婦円満の秘訣教えてよ

故きを温ね
新しきを知る

入澤さん当選おめでとー
ど・れ・に・し・よ・う・か・な・
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森川　良三　幹事

武田　茂　会長

会長の時間

会長の時間

委員会報告

幹事報告

本日 ￥８,０００  累計 ￥３２１,５００

卓話者紹介

吉岡米山カウンセラー

卓話ありがとう

米山奨学生グエン君担当

飯田教授挨拶

次年度ＳＡＡ決定報告
古川会長エレクト

第26１4回　2017年1２月12日（火）第26１5回　2017年1２月17日（日）

３６

４ ５

第26１4回　2017年1２月12日（火）

第26１4回
2017年1２月12日（火）

　日曜日は交通事故撲滅

大作戦が大和自動車学校

で行われました。スポン

サーとして参加をして２０

名をこえる出席でお手伝

いをしてきました。

　この撲滅大作戦の催し

に３,０００名が応募したそ

うですが、とにかく沢山おいでいただきました。特

に増さんには先頭を切って雑用も沢山していただ

きありがとうございました。小学生の一輪車の演

技は一生懸命さが伝わり個人的には感動しており

ました。

●１２月１０日（日）交通事故

撲滅大作戦でｅｎｄ

  ｐｏｌｉｏ ｎｏｗ １０,７１５円

●２月１２日（月）に第６Ｇ ＩＭ

があります。出欠を回覧致

します。

〔ポスティング〕

●次第

●週報

●期前理事会議事録

●ガバナー月信

〔回覧〕

●相模原南ＲＣ週報

●the rotarian

●第９回「やまと子ども絵画大賞」ご後援御礼

●神奈川県　地球温暖化防止活動　推進員

  講師リスト・温かな通信・節エネガイド

●卓話のお願い

クラブ奉仕委員会／

増委員長

交通事故撲滅大作戦

の報告と参加会員への

お礼。寄付募金の報

告。

親睦委員会／

戸張委員長

クリスマス家族会の

案内。

磯部芳彦様（座間ＲＣ）／本日お世話になります。よろしく

お願い申し上げます。

武田茂会長／本日のビジター神奈川工科大学飯田泰弘

先生ようこそいらっしゃいました。本日の卓話グエン タン

タム君よろしくお願い致します。

増正之会員／カレンダー届けなければいけないところ、

手ぬきしてごめんなさい。

グエン タン タム 君

吉岡善一会員／神奈川工科大学飯田先生ようこそいら

っしゃいました。タム君、本日の卓話よろしくお願いいたし

ます。（米山カウンセラーの吉岡）

赤澤多加志会員／先日のゴルフ同好会楽しくプレーでき

ました。来年５月ごろ又会をもよおしますので参加願います。

宮東悠会員／１２月７日、当クラブのゴルフコンペで３位に

なりました。ゴルフ委員の方々 には大変お世話になりまし

た。次のコンペを楽しみにしており

ます。

伊藤健司会員／石高さん・古川さ

ん、ヒラメ釣りでは親子共々大変お

世話になりました。おかげさまで来

年の目標は「船酔いを克服する」に

決定しました。

松川健治会員／１２月１０日の交通事故撲滅大作戦参

加して頂きましてありがとうございました。飯田泰弘様

ようこそおいで下さいました。グエン タン タム君卓話楽

しみにしています。

古木通夫会員／めんどうくさいインシュリン生活！！ 生き

続けるのが、つらすぎる！！

石高誠一会員／１２月１０日交通事故撲滅大作戦お疲れ

様でした。１２月１７日の大クリスマス会大人数で楽しみま

しょう。

森川良三会員／誕生日、祝って頂きありがとうござい

ます。

出席報告籾山委員

釣り同好会報告
伊藤副会長

司会三浦ＳＡＡ

会員お誕生祝い森川良三君

司　　会／本田誠一　会員 手に手つないでＳ.Ｌ.　／相原聰 会員

クリスマス家族会
ゲスト／本田　貞子様、本田　峻瑛くん、本田　恵蓮ちゃん、相原　夕佳様、相原　陽輝様、伊藤　輝彦様、

市橋　慶子様、畠　美以久様、石田　良一様、横山　敬昌様、横山　和子様、下島　國雄様、

植野　亜紗美様、滝本　由美子様、三浦　樹里様、三浦　愛衣理ちゃん、佐々木　遊子様、阿部　摩里子様、

花 岡 　淳 子 様 、　花 岡 　健 太 朗 様 、　花 岡 　実 希 子 様 、　花 岡 　優 梨 子 ちゃん 、

ウィリアムズ　ティモシー　ジェームズ様、ウィリアムズ　瑠璃子様、ウィリアムズ　ジャクソン　賢人くん、

花岡　瑛二朗様、花岡　慶子様、花岡　彰仁くん、吉田　昌平様、吉田　茉利子様、吉田　莉子ちゃん、

眞鍋　菊江様、松田　みゆき様、眞鍋　ゆかり様、小金澤　伊勢代様、斉藤　葵様、斉藤　溶子様、

伊藤　昭子様、伊藤　大智様、吉岡　和子様、井上　裕加様、清水　弘子様、清水　美紀子様、石高　せな様、

片山　亜里沙様、片山　礼凰くん、冨岡　遼太くん、島巻　風花様、グエン　タン　タム君、森川　公子様、

入澤　由美子様、武田　真理子様、武田　清吾くん、宮東　いつこ様

スマイルボックス報告
相原委員

　こんばんは。今日は大和ＲＣのクリス

マスパーティーにこの様に沢山おいで

頂き誠にありがとうございます。今年の

締めとして親睦委員会に頑張っていた

だきました。

　私の家は、ここうかい亭の門から３～

４０歩。いつもうかい亭のお肉を焼くに

おいで晩ご飯を食べています。クラブの

会長になって半年、良くも悪くも、色々

やることがありまして正直昼飯は何を

食べているのかわかりません。和食と中

華と交互に日替わりで出てきて、残さず

食べますが後で考えると今日は何を食

べたっけ…と言っている内に１２月に

なってしまいました。

　今日は十分に楽しんでお帰りいただ

けたら幸いです。

　ありがとうございました。

〈挨拶・自己紹介〉　

　皆様、こんにちは。ロータリー米山の大和クラブのグエ

ン タン タムと申します。三年間前にベトナムから日本に

参りました。現在に神奈川工科大学の修士一年生になっ

ております。よろしくお願いいたします。

〈日本生活経験〉

　私が子供の頃、いつも風景や世界中の人々 を考えまし

た. “人々 は何のように見えるのか? 衣装は何ですか？食

べ物は何ですか？”そして、留学することは私の人生の最

大の夢でした。そこで私は、外国語を勉強しようと決心

し、生活と学業をサポートしてくれる奨学金制度を探し

ておりました。

　私がベトナムの大学を卒業した後、留学という夢を実

現するために、多くの留学セミナーに参加し、また日本、

米国、オーストラリア、シンガポールなど様々な国の情報

を収集し、伝統文化と先端技術の融合国である日本に

留学することを決心しました。当時、私の住むベトナムに

は日本語を学べる学校がほとんどなかったため、私は日

本語と触れる機会があまりありませんでした。そこで、私

は自分で平仮名から学び始めました。日本語の読み書き

は非常に難しいので、私は何度も諦めそうになりました

が、私は自分自身に“私はあきらめない、私は絶対に日本

語の習得に到達できる”と言い聞かせ頑張りました。

　私が日本に住み始めたとき、「スーパーはどこにありま

卓 話
米山奨学生

すか？」などという単

純な文章しか伝えら

れませんでした。ま

た、電車の乗り方、自

動販売機の利用方法など、日本には新しいことがたくさ

んありました。私は日本が好きで住み続けたいので、もっ

と日本語を勉強して日本の生活のシステムを知りたいと

思うようになりました。

　私は東京で2年間日本語を勉強しました。その間、私

は学業の傍ら、学校清掃員、ホテル清掃員、中国ラーメン

工場の職員、レストランスタッフなど、多くのアルバイトを

経験しました。その中で、日本人のスタッフやお客様と接

する機会が増えたおかげで、私の日本語のスキルも上達

してきたように感じました。同時に、仕事を通じて、私は

多くの人生経験をし、人生観も変化しました。

　私は東京の日本語学校を卒業し、神奈川工科大学の

修士課程に入学するために神奈川県厚木市に引っ越し

ました。この大学では、教師陣が私の生活の支援を親身

に行ってくれます。私は研究室で生物研究を行っていま

すが、時に日本語の問題が生じます。それはサイエンスの

日本語は、私がこれまで習った日本語の語彙とは異なる

からです。そこで私は、サイエンスの専門用語も日本語で

理解できるように日々 勉強を積み重ねています。

　留学には多くの困難がありました。しかし、多くのこと

を学ぶことができました。例えば、仕事をやる時に、困難

があっても諦めなくて、最後までに頑張ってやります。

　現在、私が最も幸せに感じているのは、ロータリー米

山奨学金を受けていることです。ロータリー米山の活動

に感謝し、今後もロータリー米山が日本で留学する多く

の留学生を援助して下さることを願っております。

〈研究テーマ〉

　美容にも活かせ

る、ヒアルロン酸に

ついて研究をしてい

ます。

〈ベトナムについて〉

・ベトナムの歴史、国土や人口について。

　フランスの支配、1000年に渡る中国の支配が文化に

大きく影響しています。この10年間で人口が10％増加し

ました。

・ベトナムの７つの最も美しい寺の紹介。

　ベトナムの宗教は多様で、仏教が最も豊かな宗教で

す。ティエンム寺などがあります。

・ベトナムの都市について

ホーチミン市、ハノイ（首都）、ハイフォン、カント、ダナン

が主な都市です。

・伝統衣装について

　女性はアオザイを着ています

・ベトナムの飲食文化について。

　北は酸っぱく、中部は辛く、私の育った南部は甘いの

が好みです。私もよく食べているのが、フォー（そば）、バ

ンセオ（タコス状）、春巻き、バンミ（サンドイッチ）です。

・ベトナムの景

勝地

　ハロン湾、ティ

エンム寺、ホアン

キム湖、ホイアン

城下町、フーコッ

ク島、サパ（雪）、ムイヌ、ニアトラン、メコンデルタ

・近年、ベトナムに日本企業が多く進出しています。

　トヨタ自動車、本田技研、髙島屋、など

　将来、ベトナムと日本が人生の多くの分野で協力でき

ることを願っています。

例会司会三浦委員 パーティー司会西岡徳馬じゃなかった

本田親睦委員

石高爺ちゃんとよく来た交換留学生と米山奨学生もお呼びしました 今日はおめかしで来ました

今オッパイもらったんだよ～元ＧＳＥの清水さんと

済み
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森川　良三　幹事

武田　茂　会長

会長の時間

会長の時間

委員会報告

幹事報告

本日 ￥８,０００  累計 ￥３２１,５００

卓話者紹介

吉岡米山カウンセラー

卓話ありがとう

米山奨学生グエン君担当

飯田教授挨拶

次年度ＳＡＡ決定報告
古川会長エレクト
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スマイルボックス報告
相原委員
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