第２６３4回例会報告議事録
日時 令和３年３月9日（火曜日）
場所 ハート柏迎賓館
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : グエン・ビック・フォンさん
（米山奨学生）
ビジター : なし
S . A . A .: 小池喜之

会長挨拶

村越会長
緊急事態宣言が２週間延期になりました。感染者数が下げ止まらないというこ
とで、
まだまだ我慢を強いられる期間が続きますが例会の運営に関しましてもご
協力をお願いいたします。
本日は塩毛会員、木村会員、小野会員、古谷野会員にZOOMで参加していた
だいています。ありがとうございます。
本日の卓話は米山奨学生のグエン・ビック・フォンさんにお願いしています。最
初は１２月に卓話をお願いしていたのですが、感染者が増えて例会が中止になりました。
２月も例会
が中止になり、卓話が延期になりました。
ようやく卓話をお願いできることになりました。
フォンさん
のお世話をするのも３月までで最後の最後になってしまいましたが、
よろしくお願いいたします。
４月から新たな米山奨学生の方を我孫子クラブでお世話させていただくことになりました。呂 蘇
幸（ロ ソコウ）
さんという中国の男性の方です。
カウンセラーはまた鈴木会員にお願いしましたが、
いろんな方がカウンセラーをするべきだというご意見もいただいていますので、皆さんで交代で何
か支援できればと思います。
よろしくお願いいたします。
先週の理事会のご報告です。
今後の例会については、机はスクール形式で間隔を開けて、食事中は話さないということで、感
染対策を十分に行って例会を続けるということになりました。
創立５５周年記念例会の日程が決まりました。
６月８日
（火）
に夜間例会の形で行いたいと思いま
す。荒井会員にご足労いただいて卓話をゴルファーの海老原清治プロにお願いできることになりま
した。
第１１グループ合同例会は４月２３日
（金）
の昼間にハート柏迎賓館で食事を取りながら行います。
４階の全ての部屋をうちぬいて行われます。
第１１グループ合同ゴルフ大会は４月９日
（金）藤ヶ谷カントリークラブにて行います。今のところ
１２名の参加予定です。
本来ですと社会奉仕として婚活パーティーを行う予定だったのですが、
こういうご時世でしたの
で中止しました。その代わりに何かできることはないかということで、昨年、水の館の案内看板を寄
贈させていただいたのですが、本年度は手賀沼公園の駐車場の前のところに我孫子地区の地図
を我孫子ロータリークラブの名前と５５周年記念の文字を入れて寄贈することになりました。
例会をメーキャップした時等、他のクラブをお邪魔した際にバナー交換をする風習があるのです
が、バナーがなくなってしまったので作成したいと思っています。
５５周年の記念例会の際に会員の
皆さんにお渡しできればと思っています。

村越会長より米山奨学生への奨学金授与

親睦委員会報告

本日は特にございません

荒井会員（代理）

出席委員会報告

石原会員（代理）
22名（出席免除者含む）出席（全員で３２名） 出席率68.75％
業務による欠席者 ：小池会員、三枝会員、堤会員、寺井会員、
日暮会員、
福武会員、前田会員、湯下会員、栁田会員

社会奉仕委員会報告

藤本委員長
３月６日に第３回地区委員長会議に参加しました。場所は三井ガーデンホテル
で、
１３時から１６時くらいまでかかりました。
まず、次年度のシェカール・メータ国際ロータリー会長の次年度テーマ「奉仕
しよう みんなの人生を豊かにするために」についてのＶＴＲを拝見して、
その後、
梶原ガバナーエレクトより２７９０地区の次年度スローガン「つなごう次世代へ 夢
ある未来に向けて」が発表されました。
これらを受け、地区に出向している委員長
２６名より一人ずつ活動指針を発表がありました。
会長エレクトセミナーについては完全にYouTube配信になり、
そのためのビデオ撮りも当日行
われました。配信されましたら是非ご覧いただければと思います。
各クラブの例会開催についての状況発表もありました。三月はまるまる一月例会がないというク
ラブもありました。

幹事報告

本日は特にございません。

卓話

倉持幹事

米山奨学生 グエンビックフォンさん
２０２０年の我孫子ロータリークラブの奨学生グエン・ビック・フォンです。大学４
年生になりました。
１年間お世話になりました。我孫子クラブと出会えたことはとて
も良いチャンスでした。ありがとうございました。
改めまして自己紹介をさせていただきます。出身はベトナムのハノイです。ハノ
イはベトナムの首都ですが、
けっこう昔の村がたくさんあります。私の家も昔から
の文化的な町にあります。
こちらは私の家族です。
８人家族で
三世代みんな一緒に住んでいます。母
は忙しかったので、お祖母さんがいろ
んなことを教えてくれました。日本に来
ることはお祖父さんに薦められました。
昔、戦争の時に日本の国にたくさんお
世話になったそうで、
日本のことをお祖
父さんから教えてもらいました。節約や
日本人の真面目さについて教えてもら
いました。そのことに感心をして、それ
がきっかけで日本に留学に来ることにし
ました。
昨年初めてロータリーの奨学生にな
りました。ずっと謎だった質問がありま
す。なぜ皆さまはロータリーの奨学生た
ちに大金をくださるのか。皆さまはお忙
しいのに、
なぜこういう活動をされてい
るのか。日本だけでなく他の国の平和のため、いい世界になるように、
ということを公三先生や他
のロータリアンの方に教えていただきました。すごく感動しました。奨学生の謎はロータリーの活動
にたくさん参加させていただいて理解できるようになりました。
こちらでいろいろな卓話も聞かせていただいて、
ネジについての話や、石原先生のお話にも感動
し、勉強になりました。国際ロータリーのポリオについての話も感動しました。 （次ページへ続く）

コロナのせいで例会もないし、皆さまにほとんど会えなかったのですが、公三先生と事務局の松
丸さんは電話やメールをたくさんくださいました。大丈夫ですかと聞いてくださり感動しました。
６月
からは例会で皆さまにも学業のこと、生活のこと等をたくさん聞いていただき、本当にありがとうご
ざいました。
６月には、
アオザイというベトナムの伝統的な服を着て夜間例会に参加させていただきました。
ベトナムの話になった時、皆さまがベトナムに行きたいとおっしゃってくださって本当に嬉しかったで
す。本当にありがたいと思います。日本にいるベトナム学生として良い世界を作りたいと思いまし
た。
留学生の悪いニュースもあるけれど、
それは一部で、良い学生もいるので、ベトナムの留学生と
して君ががんばって良いイメージを作ってくださいと公三先生がおっしゃってくださいました。そうい
う考えの方もいらっしゃることを知って私は驚きました。
とてもありがたいと思いました。良い世界に
できるように頑張ります。
私は恥ずかしがり屋で声が小さく、卓話をするのがすごく恥ずかしかったのですが、千葉地区の
卓話をどんどんやって、皆さんが応援もしてくださり、
自信がつきました。
ロータリー奨学生になって
良い経験ができました。
コロナのせいで２０２０年はほとんど何の活動もできなかったのですが、
それまではボランティア活
動にけっこう参加しました。
ロータリー国際のテーマ「扉を開く」について考えました。
日本に来て、何をやりたいか、夢は何か
を迷っていましたが、
ロータリークラブに参加してカウンセラーの方や皆さまに会ってすごく感動し、
自分の道も見つけることができました。法律を勉強しましたので、私は先生になりたいなと思いまし
た。なぜなら自分の利益だけでなく、皆さまの役に立てるように、困っている学生たちを手伝ってあ
げたいと思ったからです。
今は外では活動ができませんが、
フェイスブックで外国人学生や奨学生のグループを作ってイン
ターネットで活動をしています。
夏休みの研究会の時にはいろんな人に会えて、
たくさんの話ができました。カウンセラーの先生
方にいろいろ教えていただいたり、先輩や同じ奨学生の方々にお世話になりました。
まずは自分の
知識が足りないなと思いましたが、
たくさんのことを教えてもらいました。私と同じ研究テーマの他
の人ともたくさん話ができてすごく嬉しかったです。ありがとうございました。
中国人とベトナム人はそんなに仲がよくありませんが、今の奨学生たちは仲がよいです。そういう
平和な世界を作りたいと思いました。
この奨学会で人生で初めて会えた国の方々もいました。嬉し
かったです。
公三先生の幼稚園にも連れて行っていただきました。日差しも強くとても暑い日だったのに、一日
ありがとうございました。感動しました。公三先生が、子どもは大切に教えないといけないと教えてく
ださいました。
私たち奨学生は全国のロータリークラブの皆様のおかげで良い生活になりました。
２０２０年は
コロナのせいで何もできなくて大変な一年間で私たちは困っていましたが、
この奨学金をいただい
て、いろんなことができました。お金だけではなく、いろんなことを勉強できました。まずは人と人で
す。この奨学生にならなかったら、新しい人に出会うことはできなかったと思います。人によってい
ろんな考え方がありますが、文化の違いも大変勉強になりました。自分から何とかこの世界を良くし
たいと思います。平和についてずっと考えていました。皆さんは自分の利益のことを考えるのでは
なく、私たちを手伝ってくださいました。そういう考え方から何とか私たちも頑張ろうと思います。本
当に奨学金をいただきまして、
ありがとうございました。いいチャンスになりました。お世話になりまし
た。
ご静聴ありがとうございました。

米山奨学会委員会報告

鈴木会員
私は常々、米山カウンセラーの仕事の素晴らしさをお話
ししています。こんなに素敵な仕事を僕ばっかりがやらせ
てもらっていてはと思うのですが、
どなたもいなかったら、
ということでやらせていただいています。
湖北にもファミマがあり、ベトナムの人がけっこうアルバ
イトをしています。彼らの窮状はカウンセラーをしたからわ
かるわけです。
フォンちゃんも一日一食で頑張っています。
ロータリアンはカウンセラーをすることによって留学生の
ことを深く知ることができ、僕らの中にある、
か細い小さな
愛情がふくらみ、真の愛を持ったロータリアンになれる機会をいただいていると思っています。
ロータリーは、仲間と共にしっかり稼ぎなさい、
しっかりビジネスをしなさい、
その後に、人が幸せ
になるためにお金を使う、
ということが大大原則です。それができない人はロータリアンたる資格は
ない、
と先代の先輩方から聞いたことがあります。その通りだと思います。
今までの４人も素晴らしかったけれど、本人を目の前にして言うのもおかしいですが、彼女も本当
に素敵です。
３月で終わるかもしれませんが、今でもモンゴルのバトヤともメールでやり取りをしてい
ますし、
これからも時々来てもらって交わっていきたいと思います。そういうことで、僕の感想をちょ
っとお話しさせていただきました。ありがとうございました。

閉会の言葉

村越会長
フォンちゃん、今日で最後ということでクラブからお花とハンカチをプレゼントしたいと思います。
卓話ありがとうございました。
これからも元気で頑張ってください。

ニコニコＢＯＸ
お名前

メッセージ
フォンちゃん 卓話ありがとうございました。
村越会長
お元気で。
倉持幹事 フォンさん ありがとうございました。
ニコニコＢＯＸ
荒井会員 フォンちゃん 卓話ありがとうございました。
フォンさん 元気と夢をいただきました。
石原会員
ありがとうございました！
梶会員
フォンさん 卓話ありがとうございました。
上村英生会員 フォンさん 今後の活躍を期待しています。
佐藤雅教会員 卓話ありがとうございます。
これからもガンバッテ下さい。
フォンちゃん 一年間楽しかったです！！
鈴木会員
又 会いましょう。
関根会員 フォンさん 卓話ありがとうございました。
瀧日会員 フォンちゃん 卓話ありがとう。又 例会へ来て下さい。
藤本会員 フォンちゃん１年間ありがとう。
米田会員 フォンさん 卓話ありがとうございます。
当 日 計
今期累計

金

額

2,０００円
1,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
1,０００円
1,０００円
3,０００円
１,０００円
1,０００円
1,０００円
1,０００円
15,０００円
386,０００円

今週の表紙「角松本店」千葉県我孫子市本町3丁目7番15号
国道356号線沿いの老舗中の老舗割烹旅館です。
創業は江戸時代にさかのぼります。水戸街道の宿場町として栄えた我孫子の旅籠として、江戸から明治・大正
にかけての激動の時代を見て来ました。
明治天皇や白樺派の文人達等も訪れ、館内には明治天皇ゆかりの品々や柔道の父、嘉納治五郎の書などがあり
ます。どの部屋にも趣があり、手入れの行き届いた中庭を眺めながらいただく会席は格別です。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

