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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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第２753回 移動例会
２０１8. 10. 13

藤村病院さんの「健康フェア」にテント出展し、
ポリオ撲滅チャリティ募金活動等を実施しました！　

スマイルスマイル 山田会員、入会おめでとうございます！　
ファムさん、川田さん、卓話ありがとうございます！ 出席　　会員数　　３7　　　出席数　　28

欠席　　欠席数　　  9　   　（％）　 75.68
前々回確定　　　　　　　　　欠席数      4
修正（％）　 　    88.89 　      （Ｍ・Ｕ）    3

た。今、クールジャパンと組んで春日部の知名度を上げ
るプロジェクトもやっています。私はプレゼンテーション
をすることも好きで、春日部で開催された「外国人による
日本語スピーチコンテスト」に出場し市長賞を受賞しま
した。またWFWP埼玉女子留学生日本語弁論大会にも
出場し３位になりました。共栄大学にはローターアクトク
ラブがあって新しいメンバーが集まってきています。
　米山記念奨学生になって世界各国の人 と々友だちに
なって、老人ホームで奉仕活動もしました。さまざまな人
と交流し自分が成長できたと思っています。本日はお時
間をいただきありがとうございました！

川田淳也様（地区米山記念奨学増進委員会委員、上尾西RC）
樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／武重会員／
大塚信郎会員／小林邦彦会員／井上会員／尾花会員／大木会員／細野会員／
大塚崇行会員／島村会員／深澤会員／関口会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／
野瀬会員／長沼会員／門崎会員／春日会員／芳賀会員／丹井会員
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第２754回　例会
２０１8. 10. 18

インスピレーションになろう

行事予定
11月4日  青少年奉仕事業
　　　　 ちびっこ剣士育成ＰＪ
11月10・11日 地区大会に振替
11月15日  卓話 地区ロータリー
　　　　　財団委員会
11月22日 卓話「いい夫婦の日に
　　　　 ちなんで11月結婚
　　　　 記念日祝会員による
　　　　 夫婦円満の秘訣」
11月29日 ポリオ撲滅カウントダウン
　　　　 チャリティコンサート

2018-2019年度　樋口 雅之 会長会長あいさつ
　皆さまこんにちは。本日は本年度第15回例会に多数の皆さまにお越
しいただきまして、誠にありがとうございます。本日は、RID2770地
区　米山記念奨学増進委員会委員　川田淳也様、米山記念奨学生ファ
ム ティ イエンさん、ようこそいらっしゃいました。ファムさんはベト
ナムのご出身で、現在 共栄大学４年生、世話クラブは川口シティ鳩ヶ
谷ＲＣです。後ほど、卓話を頂戴いたします。
　新会員の山田和弘さん、上尾ロータリークラブへようこそ！ご入会
誠におめでとうございます。心より歓迎申し上げます。この後、入会
式を行います。一緒にロータリーライフを楽しみましょう！また、山
田さんの入会に際し、多大なるご尽力をいただきました、推薦者の島
村会員、齋藤博重会員、深澤会員、門崎会員、そして細野会員選考委
員長には心より感謝を申し上げます。
　まずは、先々週10月4日の中川ガバナー公式訪問例会とクラブ協議会
には、多数の会員の皆様にご出席いただき、誠にありがとうございま
した。皆様のご協力のおかげで、当日はスムーズに進行することがで
きました。公式訪問例会の会長挨拶で、毎年10月24日は「世界ポリオ
デー」で、今年は30周年というお話しをさせていただきました。先週
の例会は、この「世界ポリオデー」にちなんで、10月13日(土)藤村病
院さんの「健康フェア」にテント出展し、ポリオ撲滅チャリティ募金
活動等を実施することで、一般市民に「カウントダウンポリオ」を広
めようという目的で開催いたしました。健康フェアの開会式で、藤村
理事長のご挨拶がありましたが、ご挨拶の内容がほぼロータリークラ
ブとポリオ撲滅活動のお話しでした。土曜日でしたが、たくさんの会
員の皆様にご協力いただき、約３時間の活動で、合計23,588円の募金
を集めることができました。ご協力ありがとうございました。
　また前回の例会場での例会から今日までのロータリー関連としまして
①10月６日(土)上尾市文化センターにて、上尾市市制施行60周年記念
式典に出席してまいりました。案内状の中に「上尾ＲＣさんは当日表
彰されます」という紙が入っていましたので、きちんとネクタイをし
て、早めに会場に行きましたところ、朝の最初の受付でプログラム等
と一緒に、筒に入った表彰状を渡されました。中のプログラムに目を
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米山記念奨学会から感謝状授与

委員長報告
ロータリー財団委員会　藤村　作委員長

宇多村　海児幹事
◇10月20日（土）13:30から「上尾・桶川・伊奈暴力排
除地域安全大会」が文化センターで開催されます。元警
視庁刑事、北芝健さんの講演が行われるそうです。希望
者は幹事までご連絡ください。

通してみたところ、
当日表彰される人
数が個人と団体で
合わせて約1600人
と大人数で、代表
で数名の方が壇上
で表彰されるだけ
ということでした。式典の後、県の大会で優勝した
という上尾市内の小学生の合唱や、上尾高校書道部
のパフォーマンスなどのアトラクションを見学して
帰ってきました。表彰状は受付に展示してあります
ので、お帰りの際にご覧ください。
　②10月８日(月・体育の日)上尾市平方野球場にて
第５回上尾ロータリークラブ杯争奪ソフトボール大
会の開会式に宇多村幹事と２名で参加してきました。
上尾・川越・鴻巣・さいたま市から１チームずつ、
計４チームで争われました。開会式の前後２時間、
各チームの練習を見学しましたが、小学生女子だけ
の大会ですが、ビックリするような快速球を投げる
選手がたくさん居て、またどの選手も守備もキャッ
チングもスローイングもみんな正確で、素晴らしい
なと感じました。というか、そもそもこれから丸一
日試合だというのに、その前によく２時間も練習で
きるなと感心しました。うちの野球部だったら、き
っと練習だけでヘロヘロになってしまうかなと…。
当日は全４試合が行われ、熱戦の末、さいたま市の
指扇ライオンズが優勝、上尾市の春日ジュニアキン
グが準優勝という結果でした。
　③10月15日(月)栃木のプレステージＣＣにて、当
地区の地区大会記念チャリティゴルフコンペが開催
されました。宇多村幹事・春日ＳＡＡと私の３名で
出場してきました。打球の行方とスコア以外は気持
ちよくラウンドすることができました。今回は参加
できませんでしたが次回はぜひ細野プロ・斎藤博重
プロにもご出場いただき、優勝争いに絡んでいただ
きたいと思います。
　本日10月18日は何の日かなと調べてみました。
統計の日、木造住宅の日、ミニスカートの日、冷凍
食品の日、〇フラフープの日、などだそうです。
　今夜は、12月に友好クラブ締結式を行う予定の台
南東北ＲＣさんのパスト会長ポールさんがご家族で
日本に来られているとのことで、須田副会長・斎藤
修弘副幹事と私の３名で都内まで接待に行ってまい
ります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

幹　事　報　告

　会長あいさつにあったように、先週は藤村病院「健康
フェア」に出展、ポリオ撲滅チャリティ募金活動にご参加
とご協力をいただきありがとうございました。ただ、まだ
まだ募金は足りません。おひとり50ドルというノルマが
ありますのでよろしくお願いいたします。

新会員　入会式
山田和弘新会員紹介　島村　健会員

　山田和弘さんを紹介します。青年会議所ではたいへ
ん熱心に活動され、数々の要職も経験されて優秀な方
です。会社は上尾の水上公園近くにある（株）ヤマショウ
フーズさんです。どうぞよろしくお願いいたします

襟ピンバッジ授与

島村会員/大塚崇行会員/須田会員/樋口会員
おめでとうございます！
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例 会 主 題 ～ 卓 話
地区 米山記念奨学増進委員会 委員　川田淳也様

　私はベトナムから来まし
たファム ティ イエンと申し
ます。イエンの名前は「宴会」
の意味があります。宴会の
ように人生いつも楽しく、と
名付けられました。またイ
エンには「燕」の意味もあります。私は燕のように大空を
自由に飛びたいから、燕の意味の方が好きです。
　家族は６人です。父56歳、母54歳。仕事は農業です。
自宅から１時間半バイクに乗り、さらに船に乗って農園
に出勤します。栽培しているのはバナナとミカンです。
　母国についてお話しします。日本とベトナムは面積や
人口がほぼ同じです。実家はバクニンCITYにあります。
首都ハノイの近くで、経済的には韓国のサムスン、日本の
衣料やプリントの企業が進出してきていて給与が上が
ってきています。ベトナムはバイクが多いイメージがある
と思いますがその通りで、交通ルールを守らない人が多
く、帰国したとき、道路を渡るのに困りました。現在、リゾ
ートでは外国資本のホテルや飲食店が増えています。
　ベトナムの女性はアオザイ
という民族衣裳が大好きです。
私も持っていて、先月、友だち
の結婚式に出席した時にも
着ました。式では花嫁さんより
目立たないように薄い色のア
オザイを選びました。
　次は私の大好きな果物の
紹介です。ココナツのジュース
は甘くておいしいですよね。パパイヤは日本のものと違
って大きく、甘さもぜんぜん違います。あと日本では流通
していない果物があって、これが日本にないのはもった
いないなと思いました。
　日本での留学生生活の紹介です。日本は家賃も生活
費も高いのでアルバイトをしないと勉強と生活ができま
せん。私はお好み焼屋さんでアルバイトをしています。
　世話クラブ＝川口シティ鳩ケ谷ＲＣのロータリアンの
方々の顔と名前をすぐに覚えました。みんな優しくて、火
曜の昼の例会が毎週楽しみです。
　共栄大学では日本の有名な会社の製品やマーケティ
ング戦略・マネジメントを学び、２年生の時は、企業の知
名度を上げるためのプラントなどが課題にあがりました。
2017-2018RYLA研修に参加したことがきっかけで卒
業論文のテーマを「地域ブランドについて」に決めまし

歓迎の言葉　大塚　信郎パストガバナー
　山田さん、ようこそ！　ロータリーは参加することが第
一です。今日すでに約30名と友だちになりました。末永
く楽しんでください！

　この度、ご縁をいただき上尾クラブに入会する運
びとなりました。大宮の南銀座商店街に昭和14年に
祖父が山田鳥屋を創業したのが当社の発祥です。
2012年に会社を上尾に移転しました。大宮時代に
は青年会議所、上尾に移ってからは商工会議所にも
お世話になって、上尾の地に骨をうずめる気でおり
ますので、毎週木曜、お昼ご飯を一緒にいただきに
来たいと思います。よろしくお願いいたします。

新会員あいさつ　山田　和弘会員

　上尾クラブ様には米山
記念奨学事業に対しご理
解、ご協力、貴重なご寄付
を頂戴し誠にありがとうご
ざいます。上尾クラブさん
の鄭さんと、上尾西クラブ
に張君が来てくれ、今年度、上尾には２名の奨学生がい
ます。さて米山記念奨学部門の目的の一つは寄付の増
進です。当地区75クラブのうち、奨学生受け入れ希望ク
ラブは50以上ありますが、それに対して奨学生は36名
と、７割ほどしか達成できていないので、いっそうの寄付
が必要になってきます。吉田耕之部門委員長の活動方
針では、〇特別寄付者率70％超え、〇全クラブに米山
奨学生卓話派遣、〇奨学生選考に、より多くの学生が受
験できるよう大学と連絡を密にする、などが挙げられま
す。それではファムさんの卓話をお聞きください。

米山記念奨学生   ファム ティ イエンさん 


