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2020 学年度　
ロータリー米山記念奨学生

さん
トウ　  シンヨウ

行事予定　　
4月15日  卓話 小田切宏治会員
4月22日  卓話 藤村 作 会員
4月29日  定款の規定により休会

ビジター
国際ロータリー第2770地区
第５G　パストガバナー補佐
　　山口光男様
第５G　ガバナー補佐
　　宮澤英修様
第５G　ガバナー補佐幹事
　　津田ひろみ様
鴻巣水曜RC 　  成田志津子様

（鴻巣RC）

（鴻巣RC）

（鴻巣水曜RC）

委員長 （岩槻RC）

会長

2020-2021年度　宇多村海児会長会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。多くの会員の皆さんにご出席いただきありが

とうございます。緊急事態宣言が一旦解除となりましたが状況はあま

り変わらず、そんな中でも日常は続いていきますので私としてはこれ

までと変わらず過ごしていくというような今日この頃でございます。

　先日新聞に、国際協力機構＝JICA（ジャイカ）が毎年、中高生に向

けて国際協力中高生エッセイコンテストを行っていて、国際協力機構

理事長賞を受賞したエッセイが掲載されていました。玉川聖学院高等

部３年、藤林彩乃さんによる「世界の生理事情とSDGs達成」というエ

ッセイです。内容をおおまかに言うと女性の生理に焦点を当ててSDGs

を達成しませんか、という内容です。先進国と発展途上国で妊産婦の

死亡率が14倍違い、要因のひとつが不衛生な生理用品にあるのではな

いかと訴えています。この女生徒が通う高校にインドから留学生が来

日し、たまたま生理になり日本の生理用品を渡したら品質の高さにた

いへん喜んだそうです。インドでは生理用品が高額で、お米１キロが

日本円31円に対して、ナプキン20個が217円して、なかなか購入できな

いこともあって、インドでは古い布をナプキン代わりにして処置をし

ていることがあり、その不衛生なナプキンから体を害されているそう

です。その現実を女生徒は聞かされ、日本のクオリティで布ナプキン

を作り世界に普及させ、使い捨てのナプキンの量を減らすことにより

SDGsの一端を達成しようと言っています。現在日本では年間68億個の

ナプキンが使用され、すべて使い捨てだとすると年間5万5千トンのゴ

ミになる計算だそうです。2030年までに使い捨てでないナプキンを普

及させるため、青年海外協力隊の女性に布ナプキンを届けてほしい、

それにより全ての世界の女性の生理ライフが平等化され女性の社会進

出も期待できると言っています。私たち、世界的な奉仕団体の一員と

して、まだまだ手を差しのべるフィールドが多分にあるのだなと思い

ます。兎角、過去の例に倣って事業を行いますが、中里ガバナーがそ

こを見直しなさいと仰ったのは、もしかすると新しい奉仕の場面・分

野を見つける努力をしなさいよということを我々に問いかけていらっ

しゃるのかなぁと思います。

　会長あいさつは以上です。本日もよろしくお願いいたします。
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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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北川樣、卓話いただきありがとうございました！

山口光男様（鴻巣水曜RC）／宮澤英修様（鴻巣RC）／

津田ひろみ様（鴻巣RC）／

宇多村会長／深澤幹事／斎藤修弘副会長／長沼副幹事／

大塚信郎会員／村岡会員／尾花会員／大木保司会員／

大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／

樋口会員／門崎会員／小田切会員／丹井会員／

スマイルスマイル

会員数　　  ３８　　　
出席数　     ２４
欠席数     　１４

出席率

 ６３.１８％

チャレンジ　地域１カ所で暮らせる都市づくり」コン

テストでベトナム国内最優秀自治体に選出されてい

ます、観光では「注目旅行先ランキング」で１位に

なっています（2020年Google）。

　ダナン市の特徴についてご説明します。ベトナム

に５つある中央直轄市の１つ、ベトナム第3の都市

であり、ベトナム中部の経済・産業・教育・文化等

の中心都市であり、環境都市であり、製造業・ＩＴ

産業・サービス産業などへの投資先であり、ホット

なリゾート地であることから、さまざまな顔を持つ

「カメレオン都市」、バランスのとれたコンパクト

な都市であると、私は思っています。

　ダナン市と日本とのつながりですが、ダナン駐日

代表部が2004年に設立され、投資促進、貿易促進、

観光促進、人材交流関連を行っています。今回の上

尾ロータリークラブさんの「絵本寄贈について」は

とても良いお話しですので、今、調整させていただ

いているところです。

　今回、絵本を寄贈いただけるということで教育関

係のお話しをさせていただきます。ダナンにおける

大学と短大の数は33校に増えています。高等専門学

校、職業訓練センターも多数あり、大学・短大・高

等専門学校・職業訓練センターの卒業生は年間６．

４万人になっています。日本語教育では、ダナン外

国語大学などに日本語コースがあるほか、日本語学

校が多数あります。また、テストケースとして中学

校２校で日本語教育がスタートしています。日本語

のカリキュラムを導入しているのは小学校３校、中

学校２校、高校３校と、かなり力を入れていただい

ていることがわかります。日本語教育は、ベトナム

では第２外国語に入っているのでこれからますます

こういった機会が増えていくのではないかと思って

います。

　本日は時間の関係で詳しいことは説明できなかっ

たのですが、なにかありましたらいつでも対応可能

ですので遠慮なく仰ってください。本日はご静聴い

ただきありがとうございました。

須田会員　誕生祝いありがとうございます。AGETAKEよろしくお願いします。

奥川会員　結婚記念日のお祝いありがとうございました。

第２870回
2021.4.1

於：上尾駅東口献血実施しました

　JR上尾駅東口で献血活動を行いました。コロナ禍でも輸

血を待っている人がいて、３月から血液が足りなくなった

とのことで、会員たちが熱心に呼びかけを行い、大勢の方

に献血にご協力をいただきました。会員皆さま、お疲れ様

でした。ありがとうございました。

ROTARY CLUB OF AGEO

2020学年度　ロータリー米山記念奨学生　佟針叶さん　

深澤　圭司幹事

幹　事　報　告

◇皆さんのお手元に４月

１日、献血の当番表をお

配りしました。当番をよ

ろしくお願いいたします。

◇また、お手元に４月８

日、ガバナー公式訪問の

タイムスケジュールをお配りしました。当日はよろ

しくお願いいたします。

◇４月13日、第５Ｇのゴルフコンペが開催されます。

参加者の方々はよろしくお願いいたします。

委員長報告
米山記念奨学委員会　樋口雅之委員長

　私がいない間、昨年12

月末に大塚崇行会員から

10万円をご寄付いただき

ました。また先々週には

今年度２回目のご寄付を

大塚パストガバナーから

いただきました。ありがとうございました。

　そして３月21日、佟針叶さんの修了式が市民会館

おおみやで開催されました。佟さんはこれまで埼玉

大学の修士課程で学ばれてきましたが、４月からは

埼玉大学、大学院の博士課程に進学し、さらに研究

を進められるということですので、４月以降も体に

気をつけてがんばっていただきたいと思います。今

後も、いつでも例会に顔を出していただきたいなと

思います。ありがとうございました。

でした、ハノイやホーチミンには奉仕活動を行って

いるロータリークラブがありましたが、ダナンへの

支援はまだ皆無でした。というわけで第５Ｇは2770

地区のパイオニア的なグループですね。さらに上尾

さんが音頭をとって鴻巣も２年続けて、昨年上尾さ

んはダナンに大口でやられて、その後、コロナにな

ってしまったのでまだ検証されていないと思います

が、鴻巣も同じ施設にリクエストがきていたので、

ある工事を寄付しているのですが、見てもいないん

ですよ。ぜひコロナが収束したら前回やった奉仕を

確認したいと鴻巣クラブでは思っています。次年度

の国際奉仕の原田委員長が来ていますが今日のネタ

を持って帰って次の地区研修協議会でやると思いま

す。皆さんとベトナム・ダナンに伺えればいいなぁ

と思っています。

　それと、２回延期したＩＭを、５月21日（金）に

開催します。一人でも多くの方が来てくださるよう

に1,000人キャパの会場を150～200人で使用して、

準備を進めています。飲食はありません。後半に空

クジなしの大抽選会を実施したいと考えています。

皆さんにぜひ参加していただけたらと考えています。

第５Gガバナー補佐　宮澤英修様（鴻巣RC）
　こんばんは。今日はダ

ナンについての講演があ

るということで楽しみに

やって来ました。ベトナ

ムに奉仕をした一番最初

は、大木さんが地区の国

際に出向していたとき、上尾、鴻巣、春日部西の３

クラブで、海外大口枠の補助金で行ったハノイでし

たね。大きな病院にいろいろなものを持っていき、

いくつかの施設に奉仕をしました。次の年がダナン

 

ビジターあいさつ

米山記念奨学生あいさつ

　あっという間に時間が

過ぎました。私は大学と

米山記念奨学生を卒業し

ました。残念ですけど今

日は最後の例会になりま

す。人は自分のコンフォ

ートゾーンにいるとなかなか成長が難しいと思いま

す。自分を鍛えるため、もっと知識を身につけるた

めに日本に留学することを決めたのですが、こんな

に面白い留学生活になるとは思ってもいませんでし

た。奨学金がいただけ、いろいろな国の方とコミュ

ニケーションができ、この中で自分も成長できたと

思いました。実は今年、コロナで両親の収入も減っ

たので、奨学金がいただけてすごく助かりました。

私が博士課程に進学することができたのは、皆さん

のおかげだと思っています。一年間、いろいろお世

話になって本当にありがとうございました。私はこ

れからも日本にいるので機会がありましたら上尾ク

ラブの例会にお邪魔できたらと思います。ぜひよろ

しくお願いいたします。

ROTARY CLUB OF AGEO

例会主題

の中心部に空港があります。湾の先にソンチャ半島

という緑に恵まれた観光名所があります。ビデオに

あった工業団地は紫色の部分で、ハイテクパークは

ピンク色の部分でＩＴパークを建設しています。

　ダナン市についてまとめた主要経済指標について

お話しします。面積は上尾市の28倍です。そこに人

口は１１４万人、上尾市の５倍くらいです。ＧＤＰ

産業別構成比を見るとサービス業が64％と、観光産

業が大きな比率を占めています。ＧＤＰ成長率はコ

ロナ前の2019年は６．５％でしたが昨年2020年はマ

イナス９．３％となっています。ベトナム全体が、

2020年、２．１％とプラス成長を遂げた世界でも珍

しい国の一つですが、ダナンはマイナス成長となり

ました。ダナンは観光産業が主力ですので、海外、

および国内からの観光客が訪れなかったのが理由で

す。外国直接投資（2020年9月、累計）は869件、35

億米ドルとなっています、気候は熱帯モンスーン気

候で雨季と乾季があります。９月～12月の雨季はし

としと雨が降り、フィリピン沖で発生した台風が来

て、大きな被害をもたらすこともあります。

　2019年開催の各種イベント（コロナ前）ですが、

「裾野産業ビジネスマッチング」「ベトナム人材の

日本への派遣に関する日本自治体向けセミナー」が

不定期に行われ、ダナン国際花火大会、ダナン越日

文化交流フェスティバル、ダナン国際マラソンが定

期的に行われています。

　ダナン市の受賞歴ですが「ベトナム地方省市別競

争力ランキング」では毎年５位以内で、１位になっ

た年もあります。2015年は「変化する都市」の優秀

賞に選出されています。ＩＣＴでは「情報通信技術

開発応用の即応能力指数」で６年連続１位になって

います。環境では2018年「ワンプラネット・シティ

佟さんに宇多村会長から記念品が贈られました。

さまざまな顔を持つ「カメレオン都市」。バランスのとれたコンパクト
な都市、ダナン。

ダナン駐日代表部　主任統括官　北川香織様
　皆さま、こんばんは。

初めて上尾に来ました。

本日を契機にこれからも

ぜひ仲良くしていただき

たいなと思います。まず

はビデオを２本ご覧いた

だきたいと思います。（ビデオ上映）

　ご覧いただきありがとうございました。ビデオで

は素晴らしく見えますが、まだまだ発展途上国です

し、ベトナムの中でもハノイやホーチミンと比べて

もまだまだ遅れているところもありますので実際に

ご訪問いただいて皆さまの目で確かめていただけれ

ばなと思っています。本日はダナンの現状につきま

してお話しさせていただきたいと思っております。

まずダナン市の地図をご覧いただきます。東側は海

に面していて、地図でくぼんだ部分は湾になってい

ます。水深は11～12ｍです。地図上で平らな方は白

い砂浜のビーチになりリゾートホテルがたくさん建

っています。緑色の部分は山岳になっています。市

ベトナム・ダナンの今

ダナン市の特徴


