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本日のプログラム
　「わしの仕事は，これじゃあ」シリーズ
　和氣伸吉 会員

▶2月19日のプログラム
　「ご挨拶」
　グアムからの留学生４名

「ベトナムでの国際奉仕事業（1/30－2/2）」について
（ベトナムミールによる奨学金授与のためのベトナム訪問報告） 諸國眞太郎 国際奉仕委員長

2月5日のプログラム

　①一昨年度から継続している国際奉仕事業の本年度の活動方針「ベトナムミー
ルによる奨学金の授与のためのベトナム訪問」を2015年１月30日から２月２日に
かけて本会を代表して本徳会長，石井直前会長，荒川会長エレクト，安藤幹事を
はじめ総勢15人のメンバーで行いました。１月30日早朝に岡山駅を発ち，関空経
由で午後にホーチミン市に到着しました。空港でカウンターパートナーのボラン
ティア団体 Nurture the Dream（NTD）のソン副代表の出迎えを受けた後にホーチ
ミン市のホテルに向かいました。
　②翌31日ホーチミン市から約５時間のトラビン省カウケ郡ニントイ村のニント
イ A 中学校で行われる「恵まれない優秀な生徒への奨学金授与式」に臨みまし
た。ミン校長，同中学校の先生，生徒の列席のもと本徳会長が挨拶をした後，生徒へ奨学金を授与，石井
直前会長からミン校長へ昨年度寄贈した図書室への図書の寄贈，NTD との架け橋の舟橋会員が生徒に文房
具を手渡しました。最後に生徒から丁寧に飾り付けられた手作りのカードをお返しにプレゼントされセレ
モニーが終了しました。引き続き図書室を見学し利用状況を撮影したビデオに映っている生徒達の生き生
きした姿をみて有効に利用されていることを確認して安堵しました。
　③関係者との昼食会の後，NTD 代表タン氏宅にて一昨年度の事業で交流のあるベンチェ省タンタック A
小学校のダム校長と旧交を温めながら一時を過ごした後ホーチミン市に向かいました。到着後サイゴン川
に浮かぶ客船の中で NTD メンバーと交流会を行い，会員の皆様から付託された今年度のベトナムミールに
よる奨学資金を NTD 代表に手渡し今年度のベトナム事業を終えました。
　④参加したフレッシュ会員から「実際に参加して子供達の目の輝きに感動し，ベトナム事業の意義を肌
で感じ取ることが出来た」という声が届いています。会員全員の代表として私達を派遣して頂いたことを
皆様に改めて感謝し報告とします。



例会報告（2/5）

出席報告
　会員数　95名（内出席免除者17名）
　出席者　84名（内出席免除者出席13名）
　出席率　92.31％（前々回訂正後出席率90.22％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは！　昨日は「立春」でございまして，暦の上では既に春を迎えました。
　２月８日は，我が「岡山東ロータリークラブ」の創立記念日でございまして，歴史と伝統を重ね本年で
46周年を迎えます。先輩の皆様に感謝を申し上げ，心から敬意を表します。
　また先程の理事・役員会におきまして，新会員 岡﨑秀紀さんの入会が承認されました。岡﨑会員には，
後ほど入会式をさせていただきますが，どうか一日も早くクラブに馴染んでいただき，ロータリーを楽し
んでいただきたいと思います。
　後ほど諸國国際奉仕委員長からお話をいただくことになっておりますが，先日，皆さんからお預かりし
た奨学金をお届けしに暑い国ベトナムに行って参りました。今年も学校訪問に際して，バスによる10時間
の移動にはやや閉口いたしましたが，西下会長年度，石井会長年度に引き続いて３年間に亘る継続事業と
して，とても価値ある国際奉仕活動事業であったように思います。石井直前会長をはじめ，ご参加いただ
きました皆さんのご協力に心から感謝申し上げます。どうもお疲れ様でした。
　また今月は「世界理解月間」でございまして，ロータリー章典によりますと，この月間中は世界平和の
ために国際理解と親善を強調するプログラムや活動を実施することになっております。当クラブといたし
ましては，グアムの高校生５人を受け入れ，体験学習とホームステイ事業に取り組みたいと思っています。
特にホストファミリーをお引き受けいただくご家庭には，大変なご雑作をお掛けすることとは存じますが，
何分ともよろしくお願いいたします。
　私老夫婦も，とても十分な“もてなし”ができるとは思いませんが，他人のお孫さんをお預かりする気持
ちでホストファミリー体験をさせていただきたいと思っています。皆さまへのご協力をお願い申し上げま
して，会長挨拶・報告といたします。

幹事報告
１．本日は，ミリオンダラーミールです。
２．米山記念奨学会より，確定申告用領収証が届きましたので，ポスティングしております。ご注意と

いたしまして，「普通寄付金」をクラブ会費から集めて支払っている場合のご案内が届いております
ので，回覧いたします。

３．ロータリー日本財団より，確定申告用寄付金領収証が届きましたので，税額控除に係る証明書の写
しと一緒にポスティングしております。

４．本日18：30より，アークホテル岡山にて第３回 I.D.M. を開催いたします。出席予定の方は，よろし
くお願いいたします。

５．１月30日〜２月２日，国際奉仕委員会の事業でベトナムへ15名で行ってきました。現地のボラン
ティア団体 NTD より，記念品をいただきましたので，回覧いたします。また，手作りおかしを出口
に置いていますのでお取り下さい。

６．他クラブ週報を回覧いたします。

　 第８回理事・役員会報告 
１．岡﨑秀紀新入会員の入会が承認され，親睦活動委員会に配属となりました。
２．認知症フォーラムの報告について承認されました。
３．年末家族特別例会の報告について承認されました。
４．新年特別例会の報告について承認されました。
５．視覚障害者安全誘導システム「点字ブロック」啓蒙活動プロジェクトの報告について承認され

ました。
６．点字ブロック啓蒙プロジェクト FB ページ制作及び教材 PV アップロードの報告について承認さ

れました。

お 食 事
（ミリオンダラーミール）
中華風チキン南蛮丼，
中華スープ，ザーサイ



７．グアム高校生体験学習およびホームステイ事業の修正について承認されました。
８．インターシティー・ミーティングの貸切バス運行について承認されました。
９．６RC 親睦レクリエーション「６RC ボーリング大会（仮）」について承認されました。
10．事務局員の永年勤続表彰について承認されました。

新入会員入会式
　岡﨑秀紀（おかざき　ひでのり）会員
　1960年（昭和35年）６月16日生まれ
　山陽地所株式会社 取締役副社長
　推薦者：木村旭 会員，本德義明 会長

奨学金の授与
　米山奨学生のルクマリさんに，本德会長より２月の奨学金が授与されました。

お祝い行事
会員誕生日　　　横田，末藤，髙山，藤井，佐々木，石原
会員夫人誕生日　多田，井上（和），更井，鳥居，大河原，横山，児島（和）
結婚記念日　　　大澤，荒川，渡邊（修），神田

●スマイル●
坪井（俊） 昨日，日名先生に大変お世話になりました。私は５・６年前にも十数年患っていた不整

脈を先生に治していただきました。おそらく，今回も日名先生に診ていただいたので，
上手くいくと信じています。本当に，本当にお礼申し上げます。感謝

石井（英） ベトナム国際奉仕事業では，本德会長，諸國国際奉仕委員長，安藤幹事，横手会員，大
変お世話になりました。

本德 岡﨑秀紀さん入会おめでとうございます。お互いに楽しく学び合う仲間でありましょ
う！

荒川 ベトナム奉仕事業に行ってきました。色々楽しいことがありましたが，最もうれしかっ
たことは，２年前に行った時に私に非常になついてくれたタム君（私達はシンキチと呼ん
でいます）８才が会いに来てくれたことです。夕食を食べながらご両親と共にゆっくり歓
談することができました。

安藤 ①ベトナムでの国際奉仕委員会事業，お疲れさまでした。諸國委員長，横手委員，大変
お世話になりました。　②当社，本業の方で，山陽新聞にご紹介いただきました。また，
本德会長，高橋さん，池田さん，貝原さん，内山（淳）さん，大西さん，ありがとうござ
いました。

佐々木 過日のベトナム奉仕活動に参加させていただき，本德会長，安藤幹事，諸國委員長，そ
して同行させていただいた多くの会員の方々に感謝申し上げます。

仁科 妻へのお花ありがとうございました。
諸國 本日卓話させていただきます。
世良 S.A.A. に協力します。
赤松 ①寒い時期には，山で薪づくりがいいです。汗をかきます。　②本日も皆様のご出席あり

がとう存じます。
藤井 誕生祝いありがとうございます。
白髭 原尾島第二デイサービスを２月１日より開所しました。ご利用の程よろしくお願いしま

す。
内山（隆） キウイフルーツのジャムが出来あがりました。キウイは我が家で採れたものです。ヨー

グルトに入れて召しあがると大変美味です。受付に置いてありますので，１個ずつどう
ぞ。大西さん協力ありがとう。

S A A 



第３回 I.D.M.（2/5）
　２月５日（木）18：30よりアークホテル岡山「あ
くら」にて第３回 I.D.M. が行われ，21名が出席し
ました。
　本德会長の開会挨拶後，石井ロータリー情報委
員長の国際奉仕事業 , 訪ベトナムのお話しの後に，
乾杯。出席者同士，和やかな雰囲気の中，親睦を
図ることができました。
　最後に最年少の冨山会員より閉会の挨拶があり，
中締めとなりました。
 ［文章・写真提供：安藤究真幹事］

木村 今日の例会から岡﨑さんが入会させてもらいます。本德会長と私がスポンサーをいたし
ました。よろしくお願いいたします。

舟橋 ベトナムでの国際奉仕活動では，本德会長，安藤幹事，諸國国際奉仕委員長にはたいへ
んお世話になり，有難うございました。ベトナムの子どもたちの眼の輝きがとても印象
的でした。

横手 １月30日〜２月２日岡山東 RC 国際奉仕ご参加の皆様のご協力で無事終了することがで
きました。ありがとうございます。

内山（淳） ベトナム国際奉仕事業では，本德会長，安藤幹事，諸國国際奉仕委員長をはじめ，皆様
に大変お世話になり，昨年に引き続いて貴重な経験をさせていただきました。特に安藤
幹事には２次会や珍味を食べる機会を用意していただき感謝・感謝です！！

佐藤 ベトナム奉仕事業では本德会長，安藤幹事，諸國委員長にたいへんお世話になりました。
ベトナムの子どもたちの明日を夢みる瞳に感動しました。

浦上 ①済生会の名医に私の体を芯まで診てもらうことができました。糸島先生ありがとうご
ざいました。　②砂山先生から二科会会員山本衛

マモル

写真集をいただきました。ありがとうご
ざいました。

友野 本德会長，安藤幹事，諸國国際奉仕委員長はじめ，ベトナムへ国際奉仕に行っていただ
いたメンバーの皆さんお労れさまでした。

松本 ベトナム奉仕事業に参加させていただきました。子どもたちの明るい笑顔を見て，国際
奉仕活動の大切さを実感することが出来ました。本德会長をはじめ，ありがとうござい
ました。ちなみにヘビとネズミは私はダメでした。

堀 ベトナム奉仕事業参加させていただきました。本德会長，安藤幹事，諸國委員長大変お
世話になりました。生徒の純粋な目が非常に印象的で癒される思いでした。また安藤幹
事の段取りと気配りに感服いたしました。お疲れさまでした。

末藤 ベトナム国際奉仕では良い体験をさせていただきました。子どもの笑顔は世界共通でし
た。中央町でお金を使うより世界の子どものために使います。

大塚 今週はうれしいことがありました。幼稚園児の息子の描いた絵が市役所に展示されまし
た。親バカですいません。

横田 本日は誕生日のお祝いをありがとうございました。
岡﨑 入会させていただきました。皆様よろしくお願い申し上げます。
三垣 ベトナムでは大変有意義な奉仕活動に参加させていただきました。ありがとうございま

す。ドリア，ネズミ，ヘビ，皆さん試してみて下さい。おいしいよ！
 27件　165,000円

２月の月間メニュー変更のお知らせ
12日通常例会　・幕の内
19日通常例会　・ロースステーキ 冬野菜添え デミグラスソース，ポタージュスープ，ライス，コーヒー



ベトナムでの国際奉仕事業（1/30〜2/2）
  （ベトナムミールによる奨学金授与のためのベトナム訪問報告）

 諸國眞太郎 国際奉仕委員長

①2014－15岡山東ロータリークラブ（OERC）国際奉仕事業「ベトナムミールによる奨学金の授与の

ためのベトナム訪問」のため本徳会長，石井直前会長，荒川会長エレクトをはじめとする総勢15名

（佐々木職業奉仕委員長は現地集合）で2015年１月30日午前６時，岡山駅からのぞみ号で関空経由ベ

トナムへ向けて出発した（冨岡会員見送り）。

②同日午後２時過ぎ（以後現地時間，日本時間マイナス２時間）に活動拠点ホーチミン市（HCM 市）

にベトナム航空 VA321を利用して到着した。現地カウンターパートであるナーチャー・ザ・ドリー

ム Nurture the Dream（NTD）の副代表 Son 氏の出迎えを受けた。チャーターバスに乗り，途中の名

所の案内を通訳ウィUyen さんから受けながら繁華街にある The Grand Hotel Saigon に到着した。

チェックイン後ホテル周囲の散策をした後，本徳会長招待によるサイゴン川に面したレストラン

（The Deck Saigon Restaurant）での夕食に舌鼓をうち今回の奉仕活動の成功を皆で祈念した。

③１月31日（土）午前６時，奉仕活動を行うためにトラビン（Tra Vinh）省カウケ（Cau Ke）郡ニントイ

（Ninh Thoi）村ニントイ A 中学校（Ninh Thoi A Junior High School）に向け小型バスで出発した。サ

スペンション不良の小型バスで悪路を揺られ飛ばされ叩き付けられながら５時間，予定より約１時

間遅れてニントイ A 中学校に到着した。同校を６年間管理しているミン校長をはじめとする同校先

生方と挨拶を交わした。生徒達は式典用に準備された校舎の前で，目を輝かせて予定時間を過ぎて

しまったにも関わらず NTD のリーダーによるかけ声に合わせて歓迎してくれました。式典は本徳

会長の挨拶に始まり，会長から優等生への奨学金授与，石井直前会長から昨年度事業で寄贈された

図書室への図書の贈呈，舟橋会員から文具のプレゼントへと滞りなく進行した。その後，校長先生

の挨拶，生徒からカードをお返しにプレゼントされ終了しました。式典後，図書室を見学し，生徒

が楽しそうに利用している状況を撮影した動画で友好に利用されていることを確認した。あっとい

う間の時間でしたが，生徒達の目の輝き，人懐こさ，私たちを受け入れてくれる屈託のない表情に

一同の心が清められた一時でした。参加メンバーは積極的に生徒達と交わり，金銭的なつながりだ

けなく人と人，心と心の絆が出来てきていることを感じました。名残惜しく後ろ髪を引かれながら

中学校を後にして昨年と同じくチャビン省の中心地にある Cuu Long Hotel で NTD のメンバー，ニ

ントイ A 中学校の先生を招いた昼食会を開催しました。ベトナム語のかけ声モッ・ハーイ・バー・

ヨー！（Mot, hai, ba, Dzo!）に合わせて酒を酌み交わしながら懇親を深め，その中で図書室の利用状況

や今後の要望等も話題になりました。食事には，メコンデルタ名物（？）米をたっぷりと食べたネズ

ミの焼き物，ヘビの煮込み料理も提供されました。

④ HCM 市への帰路，メコンデルタの中州（Thoi Son）にある NTD 代表タン Thanh さんの実家に寄

りフルーツとお茶で歓待を受けました。タンタック（Tan Thach）小学校のダム校長も訪ねて来てく

れ前回，前々回の奉仕事業に参加した OERC 会員と再会を祝しました。ひときわ石井直前は喜びを

何時も以上に身体全身に現して喜ばれました。Thanh さんの父上から「バナナ酒」をいただきお別

特集



れを告げて今年度の奨学基金贈呈を行う HCM 市へと先を急ぎました。HCM 市に着きサイゴン川に

浮かぶ客船 ELISA 船上で本徳会長から NTD 代表タンさんへ会員全員から付託された奨学金を手渡

しました。その後，石井直前会長の音頭で開宴，ベトナム料理に舌鼓をうちながら往復10時間のバ

ス旅を思い返しながら楽しく過ごしました。

⑤２月１日（日）ベトナム最終日は，訪問団全員で HCM 市から一番近いリゾート地ブンタウ（Vung 

Tau）に向かいました。ブンタウにてゴルフ組と観光組に別れ思い思いの最終日を過ごしました。ベ

トナム最後の夜は，昨年からお世話になっている日本料理店「日本の香り」で今回の活動の打ち上

げ上げを行いました。その後，ベトナム航空 VA320便にて深夜の HCM 市を後にしました。予定よ

り若干早く関空に到着し，自由席になりましたが一人も逸れることなく，はるか号，みずほ号と乗

り継ぎ岡山駅に９時40分ごろ到着し無事に解散となりました。

　以上簡単ですが，2014－15OERC 国際奉仕委員会「ベトナム奉仕事業」概略を報告しました。

●ニントイA中学校の歓迎式典における本德会長挨拶

　ニントイ A 中学校の生徒のみなさん，こんにちは。岡山東ロータリークラブの本德と申し

ます。代表でご挨拶させていただきます。

　教職員の皆様には，日ごろ生徒達に手厚い教育と，また子供たちの生活面の支援，指導に厚

く敬意を表します。誠にありがとうございます。

　私たちは日ごろアジアの国々の子どもたちのことを学ぶ中で，私たちに何ができるのかを考

えてきました。「貧困」から脱出するには「教育」です。学ぶ大切さと意義をますます感じて

います。日本でも貧困の子どもたちがいて，それは次の世代へも連鎖しています。貧しい人た

ちがその連鎖を断ち切るためには，夢をもち，その夢を実現できるように教育や環境を整える

ことが最も大切です。均等な教育機会を与え，心を支え続けること，そして生活の改善も大切

だということも実感しています。

　皆さんのきらきら輝く目を見つめますと，勉強したいという強い意欲を感じます。学びたい

人がずっと学校に登校し，学び続け，文章を読み，世界を知る。いろいろな事に関心を持ち，

ぜひとも夢を実現してほしいと私は強く願っています。

　「夢をもつ」と言っても難しいと感じる人もいるでしょう。日々の苦しい生活の中で，学校

に行くだけで大変なことでしょう。その日を生きていくことで精いっぱいかもしれません。か

つて私もそうでした。日本も戦争の後，みな飢えていました。しかし，こうして外国に図書を

寄付し，援助できる喜びを感じられるようになりました。それは「いつか人を支える教育を」

という夢を忘れなかったからです。

　皆さんが学んだことは必ず役に立ちます。先生方が教えてくださったことは，大人になって

も消えません。必ず自分を助けてくれます。お金に勝る「知識」というパワーが幸せを導きま

す。信じていてください。

　最後になりますが，この交流が日本とベトナムの国と若者の交流を深め，ここにお集まりの

皆様のますますのご発展をお祈りし，挨拶とさせていただきます。



サイゴン川を臨むレストランにて
活動成功を祈念して会長招待会食

ベトナムに向けて（新幹線車内にて）出発前に諸國国際奉仕委員長の挨拶（岡山駅にて）

式典が本徳会長の挨拶で始まる

ニントイ A 中学校で生徒達の歓迎の声に応えてメコン川をフェリーでショートカット

機内でくつろぐメンバー（VA321）

会長の挨拶に聞き入るメンバー



石井年度に寄贈した
図書室の壁に飾られた記念プレートの前でミン校長と

手作りのカードをプレゼントされたメンバーと生徒

式典終了後のひととき，握手を求める生徒達

石井年度に寄贈した図書室へ図書を送る石井直前会長

舟橋会員は生徒へ文具をプレゼントした奨学金をもらった生徒と挨拶を交わすメンバー

先生方もメンバー，生徒達と一緒に会長の挨拶を聞く 成績優等だが恵まれない生徒へ奨学金と文具の授与



式典を終えてトラビン省の中心にあるホテルでの会食
（ミン校長とソン副代表）

生徒との交流，V サインを送る松本会員

メコンデルタ中洲にある Nurture the Dream 代表
タンさんの実家で竜眼などの果物とお茶の接待を受ける

岡山東 RC のカウンターパート，
Nurture the Dream のメンバーと

図書室の内部で記念撮影

ベトナム名物？ヘビ料理にご満悦の舟橋会員シッポや皮が生々しいヘビのスープ，味は美味
（高級料理らしい）

西下年度で関わったタンタック A 小学校のダム校長も
駆けつけ喜ぶ石井直前会長



ベトナム最後の夜，タン代表からお礼の額を受け取る
本徳会長（日本の香りにて）

２月２日午前９時半，奉仕活動を無事に終えた面々
（岡山駅にて）

ブンタウの涅槃寺（ニェットバン寺）にて
（最終日観光組）

ブンタウ　パラダイスゴルフリゾートにて
（最終日ゴルフ組）

サイゴン川に浮かぶ客船 ELISA 内で
今年度の奨学金を授与

奨学金授与後の船上パーティー

タンタック A 小学校の生徒への
プレゼントを手渡す本徳会長

過去２回の訪越でお気に入りのバナナ酒を
タンさんの父上からプレゼントされる


