
 
 
  
 
  

福井 RC 木 12:00～12:30 12/19 ユアーズホテル 

福井水仙 RC 木 18:00～18:30 11/28 福井パレスホテル 

福井あじさい RC 金 12:00～12:30 11/29 12/20 1/17 リバージュあけぼの 

福井東 RC 月 12:00～12:30 12/16 アオッサ１Ｆ入口付近 

福井南 RC 火 12:00～12:30  11/26  12/17 繊協ビル 

福井西 RC 木 12:00～12:30 11/21 12/12,19 護国神社社務所 

大野 RC 水 12:00～12:30 11/20 12/18 大野商工会議所 

 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

「グローバル視野を持った 
持続可能な社会を目指し

た 
 

令和元年１１月１１日発行 

丸岡ロータリークラブ会報 

ＲＩ２６５０地区スローガン 

丸岡ロータリークラブ テーマ 

令和 元年１１月１８日（月）第 1999回例会 

新入会員卓話 前川正智会員 『（未定）』 

 

次回の例会  

令和 元年１１月２５日（月）第 2000回例会 

記念例会  小松屋にて 

18：30～     受付 

19：00～     開会点鐘  例会 

19：15～20：30  記念懇親会 

 「ナナイロ」の演奏を聴きながら食事 

    

今後の例会予定  

令和 元年１１月１１日（月）第 1998回例会 

19：00 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   丸岡ＲＣ 東角 操  会長 

祝  事  １１月  結婚記念日 夫人誕生日 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①会長エレクト、次年度幹事・情報提供お願い 

②3/6 日台ロータリー親善会議 案内 

③財団室 NEWS 2019 年 11 月号 

≪他クラブ≫ 

①福井西 RC夜間特別例会の案内（チラシあり） 

≪その他≫ 

①古城まつり実行委員会より 協賛金返金 

②プラティープ財団より 

   スラムの子らによる日本の台風・洪水被災者

救援コンサートを開催案内 

委員会報告 
① 例会出席報告 
② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  委員会の日 グループ毎 

Ａ（プログラム・出席・規定審議・ニコニコ・ 

  職業分類会員選考・ロータリー情報） 

Ｂ（親睦活動・公共イメージ） 

Ｃ（ソング・ﾛｰﾀﾘｰ基金・職業奉仕・国際奉仕） 

Ｄ（会員増強・社会奉仕・青少年奉仕） 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

100％出席率を目指しますので、皆さんご出席

お願いします。  ＜出欠締切 11/18＞ 



 

  
お客様のご紹介をさせていただきます。本日卓話をいただきます米山奨学生グエン ホアンカ

ンさん福井県立大学に在学中です。お世話をいただいている福井ロータリークラブ会員でまた

地区の米山奨学委員の伊藤彰様です。今日はありがとうございます。後ほどよろしくお願いいた

します。 

本日は、第 1997 回例会です。あと 4 回で第 2000 回です。先日の理事会において 2000 回を

記念例会にし、また 100%出席率を目指すと承認されました。会員同士声を掛け合って、必ずや

全員出席になるように頑張っていただきたいと思います。2000 回と申しますチャーターメンバー 

の中島会員、南会員はじめ古参の会員の方々は、2000 回に近い回数出席されていると思います。私なぞは、入会して

15 年ですし、また入会当時は欠席が多かったので 500 回も出席していないのではないかと思いますので、やはり積み

重ねの大きさというものは大変なものだと感じます。 

先日、鯖江ロータリーの 60 周年記念式典に参加した際に、入会歴の長い会員様のお話を聞き、月 4 回であろうが 5

回であろうが毎回出席することによって学びは得られるものだということが、胸の内に入ってきたところでございます。以

前は、「ロータリーの基本は例会出席だ」という諸先輩の言葉が、なかなか心に入らなかったのですが、40 周年や 2000

回例会を迎えることを考えてみると、一回一回、会員同士が会い、そこでの会話があり、情報も聞けるということはやはり

大きく、続けることがより大きいものだと思います。新入会員の皆さんはじめ、入会の浅い会員には、例会の大事さという

のは分からないかもしれませんが、私もようやく 15 年経ってそして会長をやるようになり少しわかってきたところでござい

ます。是非牛歩のごとく一つ一つ参加することによって人生の学びを得ていただきたいなと思うところです。私も 2000

回出席するためには多分 25 年ぐらいかかるのかなと思ったりもします。前回の上屋敷会員の卓話にもあった、到達点

を決めてそれを達成するためには、いまどうすべきかを考える「バックキャスト方式」で、その 2000 回出席するためには

どうしたらいいのかと考えますと、ます、長生きをしなければならない、長生きをするためにはどうしたらいいのかというよ

うなことも会長在任中は考えていきたいと思います。皆さんも色々お仕事でお忙しいと思いますけども、是非とも例会の

ご出席をお願いするとともに、再度 2000 回記念例会時には是非ご出席いただきますようにお願い申し上げまして挨拶

とさせていただきます。本日宜しくお願い致します。 

東角 操 会長挨拶                         １０月２８日（月） 

地区米山委員 伊藤 彰様 (福井 RC) 

１０月は、米山月間です。米山奨学事業は、日本独自の

事業です。豆辞典が毎年発行されています。毎年少しず

つ内容が更新されていますので、ぜひご覧ください。 
２６５０地区では、一人当たりの寄付は、全国で５位で

すが、総額では、トップです。５０名の奨学生を受け入

れ、福井県では、７名です。１２月には、来年度の受け

入れ学生の面接が始まります。丸岡ロータリークラブ様

でも受け入れをお願いしたいと思います。米山記念奨学

事業は、奨学生とは 1 年か 2 年という短期間ですが、そ

の後もずっとお付き合いしては 50 年 100 年という長い

スパンで社会に貢献してる事業ですので、今後もどうか

ご理解とご支援をよろしくお願いします。 
また、学友も立派に育ってきています。今回の豆辞典

には、第 2610 地区と 2650 地区の学友会の共同イベント

「みんなの交流会」を年に１回開催していることが掲載

されています。2019 年は初のボランティア活動として、

海岸清掃を実施しました。 
 

米山奨学生卓話                   １０月２８日（月） 



 

  
   

 

 私の出身地は、ホーチミン市から南に約 135km のところにあるヴィンロンという名前の

県です。ウィンロンは川が多く移動手段は、ほぼ船です。小学生の頃、父が亡くなり、母は毎

日仕事をしていたので、近所の友達の船に乗せてもらい通学していました。学校は竹とココ

ナツの葉っぱから作られていて、家から遠く通えない子供たちもたくさんいました。私は頑

張って勉強し、将来成功することができれば、自分の家族や故郷に貢献できるのではないか 
と考えました。中学生の頃、やっと電気が届き、道路も完成したので、不便な交通の問題がなくなり地元の農家の

農産物や果物が、県外また外国に輸出できるようになり、経済が発展し新しい時代に変わっていきました。 
日本のことを知るきっかけは、学校の教科書やバイクや電気用品などの日本製品です。高校生の時、インターネ

ットで日本について調べた際に、化学に関する研究レベルが高く、環境や安全に関する技術も進んでいることを知

り、興味をもつようになりました。 
「なぜ災害の多い日本のような国が現在のように発展しているのか？」「日本人はどうして、世界中の人々に賞

賛されるのか？」「MADE IN JAPAN の製品が安全で質が良いという確信があるのはどうしてか？」など、日本に

関して知りたくてたまらなくなりました。そこで、高校 2 年生時、先生からの勧めがあって、奨学金試験に猛勉強

してチャレンジし、日本留学という大きな夢をつかみました。 
 日本にきて、最初 2 年間は、日本語学校に通いました。クラスには、ベトナム人、韓国人、中国人など様々な国

からやってきた留学生たちがいたので、日本人だけでなく外国人の友達もたくさんできました。違う国 違う文化

を知ることで、違う考えがあり行動も感情も様々で面白かったです。2015 年の 7 月には、自分自身の努力と周囲

の応援のおかげで、日本語学院のスピーチ大会で銀賞を受賞しました。多くの人の前での発表やたくさんの拍手を

もらった時の気持ちは今も忘れられないです。 
東京は日本で一番大きな都市だと聞いていましたが、想像していたよりもずっとにぎやかで現代的なところで、

とてもカルチャーショックを受けました。例えば、毎日の通学時は、船やバイクではなく電車に乗るとか、買い物

時は、水上市場ではなくコンビニ、スーパーに行くなどです。 
一人暮らしで、ベトナムとの違いにも戸惑い、色々な困ったことがありました。ベトナムでは、水道水は汚くて

飲めないので、雨水を溜めて沸かしてから飲んでいました。ベトナムでの習慣で、来日後も水道水を飲めませんで

した。ペットボトル水とジュースがほぼ同じ値段なので、水よりジュースのほうが断然美味しいと思い、毎日水の

かわりにジュースばかり飲んでいました。その結果、半年後にはバイト先の健康診断で、血糖値が高く糖尿病にな

る可能性がでてきてしまいました。ジュースをやめて、健康に気をつけるようになりました。今では、笑い話です。 
日本人から私は色々なことを学んでいます。日本人は、相手の気持ちをよく考えていると思います。例えば、タ

クシーの自動ドアー、暖かいトイレなどは、たぶん日本しかないものだと思います。お客様の立場に立って、会社

の商品、サービスを工夫しています。また、日本人は、将来ではなく今の自分の持っている力や知識でも他人を助

けることができると教えてくれました。私も、少しでも日本に貢献したいと思い、空き時間に手話サークルに参加

しボランティア活動をしたり、他の福井に来た留学生、技能実習生の日本語教師をしたりしています。今後は、も

っと奉仕活動にも力を入れたいと思っています。 
同じく日本留学を志していた仲間が、留学目前にして、父と同

じように病で亡くなりました。とてもつらい経験です。その仲間

のためにも、日本で頑張って少しでも健康を守る仕事をしたい

と、より一層強く思うようになりました。大学の研究室を選ぶ時

には、幼い頃から関心のあった医学や薬学に関係のある機能食 
品研究室に入りました。現在、私が所属する研究室では、人々の健康を守るために有効な海藻から作られる新たな

機能食品を研究しています。福井県とベトナムの同じところは、綺麗な海があり、豊かな海産物があるところです。

現在、私は福井県の海藻から取れる、人の身体に良い成分を研究していて、新しい健康効果を見つけたいと考えて

います。ベトナムで日本に来るチャンスをもらい、福井で夢を見つけ、この夢をベトナムと福井のために職業奉仕

として実現することが、自分の責任であると思うようになりました。将来は、先生になり、福井で研究した技術を

使い、ベトナムの海藻で同じように、人々の健康を守るために貢献したいと思っています。また、福井での経験を

活かし、自分のように貧しくても努力すれば、たくさん方に助けて頂き夢を実現できることを、教師としてベトナ

ムの学生に伝えたいです。そして、日本（福井）とベトナムの懸け橋となることが、福井への恩返しであると考え

るようになりました。 
 

 
 
 
 

米山奨学生卓話 『私の人生を変えた日本』 

 グエン ホアン カン Nguyen Hoang Khanh さん （お世話クラブ：福井ＲＣ） 

多数の質問がありました。卓話内容もわかりやすく、今後の目標もし

っかりされていると多くの会員が感心していました！！一生懸命、大

変まじめな方だと思いました。        （文責 倉田教信） 
 



 

プラティープ財団より  スラムの子らが日本の台風・洪水被災者救援コンサートを開きます 
“Heart 2 Heart Slum Concert” 

         Dear   
台風１９号をはじめ１０月に相次いで日本を襲った台風と豪雨は、死者１００人を超える

甚大な被害を関東、甲信、東北地方などにもたらしました。犠牲になられた方々には心より哀

悼の意を表し、河川の氾濫で家屋を失われたり、浸水からの再建にご苦労なさっている皆さま

方にお見舞い申し上げます。 
当地クロントイスラムでも「僕が、私が奨学金をいただいている日本の教育里親の皆さんはだいじょうぶだろう

か」「何かお手伝い出来ないだろうか」と子どもたち、親たちから心配の声が数多く寄せられております。そこで私

どもは微力ながら、長年にわたってご支援をいただいている日本の皆さまに少しでも感謝の気持ちをお伝えしよう

と、被災者に募金をお届けする子どもたちによる「日本とスラムの心を結ぶコンサート」を計画しました。 
どうぞご参加、ご協力のほどお願い申し上げます。 
◆ 開催日時    １１月２２日（金曜日）午後５時～７時 
◆ 場  所    ドゥアン・プラティープ財団前広場 
◆ プログラム   第一部 クロントイスラムにある幼稚園、小中学校の園児、生徒たちによる歌や舞踊、 

ラップダンス、楽器演奏 
第二部 エマヌエル楽団による演奏 

（プラティープ財団の奨学金でマヒドン大学古典音楽部を卒業して 
バイオリニストとして活躍するクルトーン氏が率いる楽団です） 

２０１９年１１月１日 
主 催  ドゥアン・プラティープ財団創設者 

プラティープ・ウンソンタム・秦 
シーカーアジア財団事務局長 

Ms. Nareerat Tangcharoenbamrungsuk 
 

報告 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 10 月 28 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 26,000 円 345,000 円 885,000 円 

ロータリー財団 17,000 円 297,800 円 

米山記念奨学会 18,000 円 213,000 円 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

10/28 ３６ ２７ ８ ０ １ 77.14% 

【メーキャップ】10/29 福井東ＲＣ 金 10/21分 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １９名 

★お客様★ 伊藤彰様（福井ＲＣ・地区米山奨学委員） 
 本日は奨学生の卓話宜しくお願い致します。 

東角会長  本日は宜しくお願いします。福井ロータリー

伊藤様ご苦労様です。 
竹内幹事 伊藤彰様 グエンホアンカンさん 本日の卓

話よろしくお願いします。 
グエンホアンカンさん 伊藤様 御苦労さまです。 
卓話ありがとうございます。 頑張ってください。 

南利明 釣部 林田千之 下田 林田恒正 倉本 
水﨑 松井 道木 川上 竹澤  

金    欠席が続きました。 
倉田   丸岡祭りも過ぎ、やはり寒くなりました。ご自

愛ください。 
 

委員会報告                   １０月２８日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 
釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 東角 倉本 倉田 
竹内 松井 道木 川上 竹澤 南勝文 

◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
釣部 林田千之 下田 金 林田恒正 東角 倉本 倉田 
水﨑 竹内 松井 道木 川上 竹澤 南勝文 

柿木   誕生日を自祝して。先日、スペインに行ってきました。デモ

で街中は大変でした。 
前川徹  我が家に仔犬がやってきました。 
南勝文  本日もご苦労様です。 
 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３６名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14 時～18 時（火～金）13 時～17 時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－上屋敷貴紀 会報委員会 委員長－倉田教信 副委員長－上屋敷貴紀 

委 員－八百山正栄 竹吉睦 中村宗玄 

日本の被害を心配してくださる様子が 
伝わってくるお手紙が届きました。 


