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【ソング】君が代、奉仕の理想
ソングリーダー／窪田

謙

会員

【会長挨拶】椎津 裕貴 会長
皆さん、こんにちは、本日も例会出席ありがとうございます。久しぶりの
ホーム例会です。情報研修会、地区大会、先週は、休会でしたので、この会場
では３週ぶりです。又、本日は、米山奨学生のヴ・ズイ・リンさん、御同行の
君津ＲＣの鈴木壮一様、カウンセラーで柏南ＲＣの森秀樹様、そして鋸南ＲＣ
の清水一成様がお越し下さいました。米山奨学生のヴ・ズイ・リンさんには、
後程、卓話をお願いしております。宜しくお願い致します。鈴木様におかれま
しては、色々、手配、御同行下さいまして、ありがとうございます。この時期、様々なイベント
が開催されておりが、我々ロータリアンは、出来るだけ、触手をのばして、ロータリーの理解を
深めて頂きたいと思います。本日も宜しくお願い致します。
－１－

【結婚祝】
１１月８日

【誕生祝】
平野

勝也

会員

【幹事報告】遠藤

和夫

幹事

１０月２７日

袖ヶ浦ロータリークラブより親睦麻雀大会のご案内が届いております。
日時

２０１８年１１月１０日

集合

８時４０分

開始９時
終了１５時予定
場所

三色(麻雀) 木更津市永井作１－１０－１

会費

５，０００円

参加される方は宜しくお願い致します。

【委員会報告】
クラブ管理運営委員会／東

清三郎

委員長

プログラムについて

【お客様】
米山奨学生／VU DUY LINH(ヴ・ズイ・リン)さん
御同行／君津ロータリークラブ 鈴木 壮一 様、
カウンセラー／柏南ロータリークラブ 森 秀樹 様、
鋸南ロータリークラブ 清水 一成 様

－２－

和田

充敏

会員

【卓話】

流通経済大学奨学生
VU DUY LINH (リン）
私はベトナムから参りました VU DUY LINH と申します。現在流通経済
大学流通情報学部流通情報学科の 4 年生で、今年度南柏ロータリークラ
ブに配属され、非常に光栄だと思います。本日の卓話は自分の国、家族、
来日してから留学の生活についてお話しさせていただきたいと思ってお
ります。みんな様どうぞよろしくお願いいたします。
まず、母国からお話しさせていただきます。私はベトナムのハノイ市
に生まれ、ずっとハノイ市に住んでおり、育てられました。日本人の
方々はベトナムと言えば、ホーチミン市がよく聞かれていると思います
が、実はハノイがベトナムの首都です。少し地理の話ししたいと思いま
すが、ベトナムの形は日本と同じ、北から南に細く長い形です。昔の戦
争の影響により、ハノイはベトナムの北にあり、伝統的な文化と料理が
多くて、建設はほとんどフランス植民地の時代から残っているので、道
が狭くて、古い町だなの感じです。一方、南の方にあるホーチミン市はアメリカ戦争時代から残
り、アメリカ風の建設が多く、交通網もだいぶ違っています。ホーチミン市はベトナムの経済発
展中心の町で、ホーチミンからアジアと欧米の国々の物流ルートが揃えているので、日本の企業
はいっぱい集まっています。だから、ハノイより日本人の方はホーチミンのほうがよく知ってい
ます。
私はホーチミンに行ったことがないので、本日はハノイの中心としてお話しします。私の実家
はハノイの中心部であり、フランス風の建築が多く残っている 36 旧市街の一つの通りです。昔、
それぞれの通り、一番多く売っている商品の名前はその通りの名前につけられたので、私の住ん
でいるのは日本語に通訳すると、砂糖通りです。昔はこの通りが砂糖いっぱい売っていたのかも
しれません。それ以外は桃通り、鶏通り、おかゆ通り、銀通りなどとても面白い通りの名前があ
ります。残念ながら、現在の社会変化により、ほとんど商店街の販売する商品が変わりましたが、
まだ昔から残っています。例えば、銀通りは今でも金と銀から作ったジュエリーを主に販売して
おります。
そして、ハノイといえば、伝統的な料理を話しなければならないので、ハノイの 3 つの有名な
食べ物をご紹介させていただきます。まずは、みんな様がご存じかもしれませんが、フォーとい
う料理が確かに一番知られていると思います。お米粉から作った麺と一日中牛と豚の骨を煮込ん
だ油無しこく甘いスープと合わせ、やわらかい牛肉と青いネギの香が混じっている料理です。日
本のラーメン屋さんみたい、ハノイにはフォー屋さんがいっぱいあります。ほとんどは屋台販売
の店です。ベトナム全国は地方によってフォーの味も変わっていますが、実朝食でも夕食でも、
ご飯を飽きたら、どこでもすぐ食べられるフォーはハノイの伝統的な料理です。歴史があるお店
は毎朝長い列のお客さんが並んでいることもあります。それに、早朝 3 時に販売し始める有名な
屋台フォー屋さんもあります。
2 番目の料理はブンチャーです。ブンはお米粉から作った麺類のもので、チャーというのは石炭
で焼き立ての焼き豚肉です。麺は特制のつけスープをつけ、焼き立ての焼肉を食べるととてもお
いしい料理です。アメリカ大統領バラックオバマはハノイに来たときに味わった料理です。
3 番目の料理はチャーカーという料理です。チョウザメという魚は味付けて、お客さんの目の前
に焼きたて、色々のサイドつけのものと一緒に春巻きのペーパーを巻いて召し上がる料理です。
ハノイだけのおいしい伝統的な料理なので、ぜひご機械があれば、味わってみてください。
ハノイには本当においしい伝統的な料理が話しきれないほどおおくあるので、みんな様もし、
ハノイに旅行するなら、私はご案内させていただきます。本場の味はほかのところと全く違いま
すので、ぜひ声をかけてください。
－３－

次は私の家族についてお話させていただきます。私は現在 28 歳で結婚していります。妻は中学
校の同級生で 19 歳の時に日本に留学しました。実は妻も流通経済大学の卒業生なんで、2 年前
ファミリーマート本社に勤め始めました。大学生のときもロータリー奨学生として、茨城県の古
河クラブに配属されました。今でもカウンセラーの方とよく連絡しており、私は会ったことがあ
ります。そして、去年の 10 月 31 日に娘が生まれました、名前はアンです。私の両親はカメラマン
です。実は祖父、祖母もカメラマンとしてずっとしていました。悲しいことですが、現代はだい
ぶがかわりまして、みんなさんが手に届けやすいデジタルカメラとかスマートフォン等写真撮影
の性能を持っているものが多いので、カメラマンもういらないみたいな時代になっております。
私は二人兄弟で、妹がいます。妹はまだ 18 歳で、来年日本に留学するつもりです。もちろん、妹
もロータリー米山記念奨学生にさせたいと思います。ご縁があったら、みんな様どうぞよろしく
お願い申し上げます。
私はベトナムで短期大学を卒業してから、社会人になりましたが、さらに知識を高めたくて、
自分の将来は自分の道を探したいと思って、日本に留学しました。働いたお金を貯めて、友達に
も借り、読売新聞と 1 年間を契約して、新聞配達をしながら、日本語学校を通っていました。ど
んなつらい状況でも自分の日本に来た目標を忘れずに、勉強することを最優先として頑張りたい
と思います。1 年間新聞配達したのは今まで体験したことないつらいことを乗り越えて、実は自分
が成長したのを感じていました。新聞社と契約を終わった後、千葉県の松戸市馬橋駅に引っ越し
して、虎ノ門にある高級なステーキレストランでアルバイトをしました。3 年間そちらで頑張って、
日本の文化を深め、日本のサービス業界のマナーを身につけて、仕事のなかでもたくさん勉強に
なりました。そして、さらに勉学のことを集中したいため、去年の 2 月から家に近くのセブンイ
レブンでアルバイトをしています。今回はまた違うサービス業界を入り、確かにたくさんの新た
な体験ができました。お客さんは近所に住んでいる人たちなので、たまに散歩するとき、気づい
てくれたお客さんもいます。一年一年私の留学の生活を変わっています。自分も成長していきま
す。
実は流通経済大学は妻が紹介してくれました。どこで勉強するのよりも、何を勉強できるの方
がもっと大事だと思います。流通情報学科で世界どこでも必要な物流業界を勉強すればするほど、
ロジスティックスシステムの重要性を感じられます。母国でも現在どんどん発展しており、輸入
出と国内輸送量がこれからどんどん上がっていくとわかっています。私は学んだ物流の知識が将
来帰国するときに、必ず国の発展に貢献できると思っております。さらに、ベトナムと日本との
懸け橋にして、双方の貿易と社会に奉仕する強い気持ちを持っています。私は経済発展とともに、
環境保全もできればいいなと思っており、今年の卒業論文は産業廃棄の流れを研究しております。
ロータリー米山記念奨学生になり、ロータリーの理念を身につけ、今も将来も社会に奉仕するこ
とを取り組んでいきたいと思います。さらに、ロータリーの理念を家族、友達に伝えたいと思い
ます。
本日の卓話は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
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【南房総の小さな映画祭
鋸南ロータリークラブ

南房総さざなみ映画祭】
清水

一成

様

南房総をロケ地とした自主映画を中心に計１５作品を上映。
「南房総にスクリーンを！」を合言葉に、年に一度映画祭を開催しており、
当映画祭は今年で第５回目となります。前身の『きょなんまちピッカピカ
映画祭』から数えると今年で１０回目となる、節目の開催年でもあります。

日時および場所
●２０１８年１１月１７日(土)
１３：３０開場／１４：００開会
於 とみうら元気倶楽部
※夜の映画祭 １７：０５開会

於

勝浦寮

●２０１８年１１月１８日(日)
１０：３０開場／１１：００開会
於 とみうら元気倶楽部

ニコニコ BOX／三井

徹

会員

本日のニコニコ BOX

￥14,000

累計金額

￥123,000

鋸南 RC 清水一成様/貴重な例会の時間を使わせて頂きましてありがとうございました。富津シ
ティクラブ様はお隣という関係もありましてとても参加しやすくて良かったです。今後もどうぞ
よろしくお願いします。
椎津裕貴会長/ヴ・ズィ・リンさん、森秀樹様、鈴木壮一様、本日はありがとうございます。清水
一成様、ようこそおいで下さいました。
遠藤和夫幹事/ヴ・ズィ・リンさん、本日卓話ありがとうございます。
伊藤充教会員/リン様、鈴木様、森様、清水様、本日は当クラブお越しいただき、ありがとうござ
いました。リン様、日本とベトナムの〝橋渡し〟これからも宜しくお願いします。
窪田謙会員/本日は鋸南 RC 清水幹事、君津 RC 鈴木様そして大和会・森施設長、米山奨学生ヴ・
ズィ・リンさんようこそ。本日は宜しくお願い致します。
立石泰之会員/お疲れ様です。いつもお世話になっております。本日は米山奨学生ヴ・ズィ・リン
様、同行委員の森秀樹様、鈴木壮一様、鋸南ロータリークラブ幹事清水一成様、ようこそお越し
いただきました。今後も宜しくお願い致します。
平野勝也様/お世話になります。
－５－

東清三郎会員/ ヴ・ズィ・リンさん、鈴木様、森様、清水様、本日はお越し頂きありがとうござ
います。渡邉様、ロータリーソングの CD、ありがとうございました。
和田充敏会員/本日は君津 RC 鈴木様、カウンセラー森様、鋸南 RC 清水様、ヴ・ズィ・リンさん
ようこそ富津シティ RC へ。本日の卓話、ありがとうございます。又、誕生日祝ありがとうござい
ます。
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