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    会長 福田 和子  
 皆さん、お久しぶりです！元気でおられると
思います。 
緊急事態宣言が出され、皆様の安心安全の為

８月 23 日から３回の例会を中止しておりまし
た。申し訳ございませんでした。これは会長と
して苦渋の決断でした。 
緊急事態宣言も今月９月末までの延長となり

ました。政局での総裁選挙の混迷、経済成長の
不透明さ、災害などに見られる気候変動…、先
行きの見通しが難しい状況です。しかし、長い
目で見るといわゆる疫病パンデミックは、大
昔、天平奈良時代にもありました。手の施しよ
うもなく、仏教を頼り奈良の大仏建立に至った
そうです。その後も歴史上、疫病は形を変え何
度も人類を襲ってきましたが、収束に至ってお
ります。今回のコロナも、時期は分かりません
が、必ず収束する事でしょう。 

 コロナ禍でもロータリー活動は、未来の為に
もとどまる事が出来ません。臨時週報で今まで
の奉仕活動を掲載しておりますので、ご覧くだ
さい。 
 今月は、基本教育と識字率向上月間です。ど
うすれば世界の貧しい子供達、教育を受けられ
ない人々が、識字率向上によって暮らしが豊か
になるか、どのような奉仕が出来るか考えてみ
ましょう。 
 ロータリー教育において、このところ毎週、
地区セミナーが開催され多くの会員が参加して
おります。この時期は、ロータリーを知る準備
期間のスタートだと思います。集まれない・親
睦も出来ない・身動きも出来ない時期ですが、
「ロータリーの友」やロータリーに関する書物
を読んで、ロータリーの事を深く知る時期と考
えます。 
 また、今年度の地区ＲＬＩには６名の参加者
がおります。未来の大宮西ＲＣを担っていく会
員がいて、大変頼もしいです。多くを学んで、
何が出来るか良い方法に導いてください。いか
なる方法でも企画し奉仕ができたら、感動が付
いてきます。私も一つ企画したいことが有りま
す。固まりましたら皆さんの協力をお願いしま
す。 
 本日は嬉しいことに、武蔵野銀行 浅野雅弘様
の入会式が行われます。本来ならば多くの皆様
と対面でお迎えせねばなりませんが、このよう
な形になりました。心より歓迎します。早くロ
ータリーに溶け込んで友となっていただきたい
です。 
最後になりま

したが、９月生
まれの 12 名の方
おめでとうござ
います。後日、
図書券をお送り
しますので、ご
利用ください。 

会 長 挨 拶 

mailto:west@rc-omiya-west.com


 

委 員 長 報 告 

ロータリーの友 解説
 入 会 式 

 
 
 

■入会者 (株)武蔵野銀行 執行役員本店営業部長   
  浅野 雅弘 様 
■2021 学年度 米山記念奨学生 
 グェン ティ ガン さん 
 
 

 
幹事 押野 一郎 

①８月と９月のロー
タリーレートは、 
１ドル 110 円です。 
②「ロータリーの
友」10 月号に大宮西
RC が紹介されま
す。ロータリーアッ
トワークの写真編ト
ップページです。皆
さまお楽しみに！ 
③８月 23 日の会員
増強維持委員会担当

例会でお招きする予定であった、高崎ロータ
リークラブ パストガバナー 田中 久夫 さん
の新著を皆さんにお配りします。田中さんは
2014-15 年度に会員純増数 51 名を成し遂げら
れた方です。大変分かりやすい内容で、皆さ
ん馴染みのあるロータリー用語で書かれてい
るので、是非ご一読をオススメします！ 
④ 10 月 11 日はガバナー公式訪問例会です。
多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしてお
ります。 
⑤ 次回９月 27 日の例会は、完全 Zoom 例会を
企画しております。事務局もパレスホテルも通
さず、全員がご自宅や会社から参加していただ
きます。初の試みですので会員の皆さまのご協
力をお願い申し上げます。 
 
 
 
■(株)武蔵野銀行 執行役員 本店営業部長 
 浅野 雅弘 様 
●紹介者／藤池 誠治 会員、内山 泰成 会員 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この度、藤池様・内山様のご紹介
で入会しました。６/25、本店営業
部長を拝命しました。以前、浦和
南 RC で３年ほど活動した経験が
あります。このたびは大宮西 RC
に入会でき、光栄に思っています。 
出身は川口市、実家は機械加工業
をやっていました。私は日本人ら

しい体形で、前任の貝沼とは雰囲気も違うかもし
れません。趣味はゴルフと車です。こんなご時世な
のでドライブも難しく、洗車が趣味となっていま
す。 
皆様と、より一層、好意と友情を深められたらと思
います。よろしくお願いいたします。 
 
 
 
■社会奉仕委員会 委員長 増永 裕樹 
今年もラオスのラオフレンズを支援して参ります。

現地の赤尾さんから具体
的な支援の要請が届きま
したので、委員会を開きた
いと思います。９/27 の例
会終了後、Zoom で行います。
詳細は後日追ってお知ら
せいたします。 

 
 
  
瀬戸本 一雄（５日）、川村 郁夫（12 日）、 
内山 泰成（18 日）、永井 伸剛（18 日）、 
松本 有祐（19 日）、新藤 耕四郎（22 日）、 
山田 修（25 日）、坂本 哲朗（25 日）、 
配島 信恵（26 日）、木田 耕司（27 日）、 
藤池 誠治（29 日）、林 正（30 日）各会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
■雑誌・会報委員長 廿野 幸一  
横組み 
P.４～５  
RI 会長メッセージ 
９月は、基本的教育と
識字率向上月間 
成人人口の 14％が基
本的読解力と文章力
を習得していない 
うち 2/3 が女性…読み書きできる母親の子どもは
5 歳になる前に命を失う可能性が低くなる 
識字率向上のための奉仕…読み書きに重点を置い
た教師の専門能力開発を行うなど 
「1 人の子ども、1 人の教師、一冊の本、1 本のペ
ン、それで 世界を変えられる」（マララ・ユスフ
ザイさん） 
P.10 ヘルプマークについて解説 
P.17 クイズ 理解を深めるためにご覧ください 
P.23～25 ロータリー財団 資金モデルの手引き 
P.28 「ロータリー希望の風奨学金」  

 誕 生 日 祝 い 
 
 
 
 

お 客 様 紹 介 
 

幹 事 報 告 

ご紹介者代表  

藤池 誠治 会員 



 

卓 話 

東日本震災被災遺児（大学生・専門学生）に、返還
を求めない奨学金 
P.32 米山記念奨学事業基礎知識 
P.40 世界中のロータリープロジェクト 
 
縦組み 
P.4 筑波大学名誉教授 門脇 厚司 先生 
「社会力育てが人類社会を救う」 
社会力…門脇先生の造語 
人と人がお互い譲り合い助け合う社会を作る 
社会力豊かな人間の特徴…未来の世代に何を残す
か 
社会力を育むのは 20 歳まで＝基本的教育が重要 
P.9 この人訪ねて 
女性用シューズの製造販売 
ネット売り上げ 1.5 倍になるなど奮闘されている 
P.18 友愛の広場 
東京八王子南 RC オンラインでの台湾親睦旅行 
P.20 ロータリーアットワーク写真編 
福島 RC ゴミ拾いを競技形式で 
※来月、大宮西 RC が掲載されます 
P.21 大宮中央 RC ポリオ根絶募金（家庭での家
庭版スマイル BOX） 
大阪ネクスト RC 世界中から卓話者・オンライン
で 
 
    

 
●紹介 カウンセラー  
    島村 まり子 
ガンちゃんとは久しぶりにお会い
し、近況を聞きました。大学は夏
休み、バイトも休みだそう。IT 会
社へ、インターシップに行ってい
るとのことです。 
 

卓話者 
2021 学年度 米山記念奨学生 

グェン ティ ガン さん 
 
１．自己紹介 
名前： 
NGUYEN THI NGAN 
（グェン ティ ガン） 
名前の意味： 
グェン=苗字 ティ=女の子 
ガン=親の宝物 
・年齢：22 歳、 
 干支：ねこ 
・出身地：ベトナム ハノイ 
・大学：聖学院大学政治経済学科３年生 
 
２．家族の紹介 
８人家族。父、母、４人の姉、１人の弟と私 
 

ご両親からの 
メッセージ 
ガンちゃんは日本が
大好きです。日本の写
真を見るたび「日本に
留学したい」と言いま
した。でも、私たちは

とても心配で反対していました。ガンちゃんは、決

意をもって、毎日話しました。そして、熱意で納得
させたので、日本留学に同意しました。日本の先生
方、ロータリアンの皆様がサポートしてくれて、少
し安心しました。ガンちゃんの希望を叶えてくれ
てありがとう。 
（裏幕） 
現在、コロナが流行っているので、美容院が開い
ていない。それで、ビデオを撮るために、母は父
の髪を切って染めてあげた。 
幸せは小さいことから！ 
 
３．親の反対を納得させた過程 
①高校 3 年生から、独学で日本語を勉強 
②両親に日本の文化を知ってもらうために、
色々な工夫 
母は初めて着物を着てみた 
両親は初めて日本料理を食べてみた 
③18 歳の誕生日 
両親と真剣に話し合った。 
私：「本当に日本へ留学したい！私のことを信じ
てください。」 
母：私を抱いた。 
父：「もう大人になったね。自分が決めたことな
らしっかりやってね！応援するよ」と言った。 
やっと、両親の許可をもらい、日本に留学するこ
とができた。 
 
４．大学の勉強 
経営管理のゼミに所属 
・会計知識（簿記３級取得済み、簿記２級学習中） 
・日本人経営者の思考を勉強している。 
その中で最も好きな思考：ユニクロ 柳井正さん
「人間は希望がなければ生きてはいけない。希
望を持つには人生は自分が主役だという信念を
持ち、自分に期待することだ」 
→ 夢を持つことが大切だ。 
 
５．将来の夢 
・日本でベトナム料理店を作りたい 
・ベトナム人に日本の文化を紹介したい 
 
ロータリアンの皆さんから勉強になったこと 
・奉仕は自分のできることから始まる 
・ベトナム語翻訳・通訳のボランテイアに参加
している 
・他の人を手伝うことができ、幸せ！奨学金を
無駄にしないように、一生懸命頑張りたい！ 
自分の夢を実現し、社会に貢献したい！ 
 
６．ベトナムの紹介 
★東南アジア 
日本～ベトナムは、飛行機で５～６時間、時差：
２時間。 
・面積：33 万 1,690 ㎢…日本と比べ、少し小さい 
・人口：約 9,762 万人（2020 年）…日本の３/４ 
 
★ベトナムの民族 
54 民族がある。 
私は、86％を占める キン族。 
 
★ベトナムの宗教 



 

・無宗教（74％）、仏教（13％）、カトリック（７％）、
他（６％） 
お正月に Lễ chùa（お寺に初詣）という習慣があ
る 
 
★ベトナムの国旗 
金星紅旗（きんせいこうき）と呼ばれている 
・赤：革命に流した戦士の血を表す 
・黄色の星：労働者・農民・知識者・青年・兵士
の５つの団体を意味している。 
・毎週の月曜日の朝、ベトナムの全ての学校は
「Chào cờ」（国旗にこんにちは）式が行われる 
・国旗に向かって、国歌を歌う 
 
★ベトナムの国花 
蓮の花はベトナム人の理想
の姿を表す 
蓮の花は汚れた泥の中で美
しく咲く 
その姿はどんな苦しい環境
にあっても心を正しく持
ち、力強く生きるベトナム
人の姿を表している 
 
★ベトナムの伝統衣装 
アオザイという 
デザインは時代とともに変
化されている 
結婚式、お祭り、高校生卒業
式など様々な場面で着られ
ている 
 
★ベトナムの気候 
北部・中部…春・夏・秋・冬 
南部…梅雨・乾季 
ベトナムでは 10度以下になったら小学校が休み 
雪が降らない→暑い国 

ハノイ（ベトナムの首都）のオンライン旅行 
 
★ベトナム語講座 
こんにちは：Xin chào（シンチャオ） 
ありがとう：Cảm ơn（カンオン） 
ごめんなさい：Xin lỗi（シン ローイ） 
頑張って：Cố lên (コレン) 
 
★ハノイの観光地 
文廟（ぶんびょう） 
一つの柱塔（ひとつのはしらとう） 
ホアンキエム湖 
ホーチミン廟（びょう）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●米山記念奨学委員会 
 委員長 星野 良江 
皆さん、どうでしたか。日
本語とても上手ですよ
ね。お会いしたら親しみ
をもって「ガンちゃん」と
お呼びください。今日の
衣装も素敵でした。卓話、とてもよかったです。 
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