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第2390回 2015年9月9日例会報告
【出席報告】

SAA 荒木 由光

【会長挨拶】

会長 西村 清

修正
出席計算
出席 欠席 出席率％ ＭＵ
会員数
出席率％

例会

9/ 9
8/ 26

29
27

26
17

3
10

会員総数 36名
（ 内名誉会員 4名

89.66
62.96

6

85.19

・ 出席免除会員 １0名 ）
通算出席率 90.13%

8/26メーキャップ6名・槍木会員・山本会員・木村会員
・原会員・荒木会員・門倉会員

点

鐘

ソ ン グ
お 客 様

会長 西村 清
奉仕の理想
地区米山記念奨学会
委員長 堀口 路加様
（成田ＲＣ）
米山奨学生（千葉大学）
グエン ティ テュイ リーンさん

【ニコニコボックス】
◇奥様誕生日 ・槍木 勝典会員
◇ロータリー合併号発行

西村 清会長

今週は千葉市内に突風さらに二つの台風が日本列島を
襲う毎日となりました。八街ロータリーはベトナム遠征報告
や、90周年の準備会合など活発です。また黎明高校イン
ターアクトクラブも頑張る黎明学園祭はいよいよこの週末
に開催されます。春の黎明観桜会と秋の学園祭をどうぞ
若い人たちへのメッセージを残せる場としてもご活用くださ
い。
さて先週までＵ－18世界野球大会が大阪で開催され、
100年を迎えた甲子園大会で活躍した選手を中心に高校
ジャパンが編成されて、惜しくも米国との決戦で敗れまし
たが、その若くて物おじしない選手たちに私は感銘を受け
ました。 ただし少し厳しく論評しますと、日本が世界に誇
れるのはスモールベースボール、即ちドカンドカンと打ち
上げるのではなく、投手を中心とした守りをつなぐ野球で
ジリジリと差を開き、最後まで諦めないというところが素晴ら
しいのでありますが、このヤングジャパンは決勝までの試
合の半分はコールド試合で勝ち上がり、米国戦は予選で
も僅差でありましたが、決戦で最期にバントの失敗が二回、
打てない大物一年生を四番に起用するという愚を犯して
いました。 世界の野球大会が日本で開催されるのは1980
年に東京で世界野球大会が開催、それ以来なのです 。
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当時は一位キューバ、二位日本、それがロス五輪
◎例会変更のご案内
1984年でデモンストレーションゲームで金メダル、88
≪富里ＲＣ≫
年ソウル五輪では、野茂・古田で銀、92年バルセロ
9月22日（火）→休 会
ナ五輪で銅、小久保(青学→ソフトバンク→サムライ
9月29日（火）→夜間移動例会（バッファロー）
ジヤパン監督)となっていきました。一方でＷＢＣとい
18：30～
うメジャー中心の野球大会で日本は連続優勝。しか
しロンドンからは五輪競技から野球とソフトボールが
外されました。私は日本野球連盟の渉外役員なども
務めて、世界の野球の発展や普及、オリンピックへ
の参加のお手伝いをしていましたので、これらの野
球国際化に今でも興味と場合によっては苦言を呈
することもあると御理解下さい。
【米山奨学生 報告】
また黎明高校野球部監督の荒井さんは、地元の
グエン ティ テュイ リーンさん
成東高校から明治大学、神戸製鋼で優勝、監督を
経てバルセロナオリンピックでコーチ、後にプロ野球
でスカウトも経て、本校に着任されました。今朝も理
事長、副理事長としてミーティングをしておりました
が、野球の話題となり、私からは荒井さんのように世
界を知り、プロを経験し、現役の高校生を毎日指導
している人こそ、Ｕ－18の監督やコーチあるいは、
今回テレビ放映が連日ありましたが、その解説の適
任者なのになどと話しておりました。 高校野球の名
監督といっても世界の野球や大学、実業団などアマ
トップやプロの指導はしたことがないのが現状です。
皆さん、こんにちは。
地域密着の北総から全国へ世界へと飛翔する若者
朝夕と日中の寒暖差が出てまいりましたが、皆様にお
を学校でもロータリーでも育て、支援することが大事
かれましてはご健康でしょうか。
と思い今日の挨拶といたします。
皆さんは既にご存知だったと思いますが、私は3週間
もちろん世界へ眼を転じて、ベトナムから韓国から
ほど帰国し、昨日日本に戻りました。お陰様で家族の
の留学生を引き受けることはロータリーの大事なミッ
皆は元気にしています。そして、8月24日からスタートし
ションと思います。
た八街―ベトナム旅は3日間無事に終わりました。本当
に暑い中、カウンセラー槍木さんをはじめわざわざベト
ナムまで足を運んでいただいた皆様、誠にありがとうご
ざいました。
ベトナムの旅は楽しかったでしょうか。私は今回皆さん
【幹事報告】
幹事 福田 守
のツアーガイドとして責任を持たせていただきました。
皆さんが高い気温で熱中症や違う食べ物で食中毒等
に引っかかれることを凄く心配しており、本当に無事に
終わって良かったです。そして、残念ながら今回は都
合が合わなかった方もまたチャンスがあれば、ぜひ一
度ベトナムにいらっしゃってください。
さて私が現在、携わっているベトナムにあるCHIKARA
日本語センターのグッドニュースについて報告させてい
ただきます。来月の七日にCHIKARA日本語センター
の第一期生として3人の学生が来日することになりまし
た。ここまでの成果はいつも応援してくださった皆さん
のおかげだと思います。本当にありがとうございました。
◎ＲＬＩパートⅠ開催のご案内
そして、来年の4月に向かって、日本に留学できるため
日時：2015年10月4日（月）9：30開会
に、昨日第二期生の4人の学生は面接の試験に受かり
場所：千葉県青少年女性会館
ました。彼らは来日して、勉強と日本での生活を頑張り
ながら、将来日本とベトナムとの両国の関係に役に立
◎基本的教育と識字率向上月間リソースのご案内
つかけ橋になりますよう願っています。
長くなりましたが、以上私の近況報告を終わります。ご
◎「ロータリーの友」英語版申し込みのご案内
清聴ありがとうございました。
（年1回の発行）
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【世話クラブ訪問のご挨拶】
地区米山記念奨学委員会 委員長
堀口 路加様 （成田ＲＣ）

現在、地区委員会では次年度の奨学生募集・選考
活動が始まっています。来年度の地区割り当て奨学
生数は26名（今年度24名から2名増）となることが決
まっています。7月には地区内22大学の指定校選定を
終わり、各大学の学内選考を経て10月15日を期限とし
て希望者が応募してまいります。11月には各地区に応
募資料が届き、1ヶ月間選考準備をして、年明けに選
考試験が実施されることになります。
リーンさんの奨学期間も早いもので残り半年ほどに
なりました。奨学期間終了後もつながりが切れることの
ないよう、さまざまな交流の工夫をしていただきますよ
うお願いし、世話クラブ訪問の挨拶とさせていただきま
す。
貴重なお時間をいただきありがとうございました。

今年度、地区米山記念奨学委員会の委員長を仰せ
つかりました成田ロータリークラブの堀口でございます。
昨年度もこの時期に、米山奨学生の卓話訪問でお邪
魔させていただきました。今年度は10カ国24名の奨学
生（内、２年目の継続奨学生6名）がおりますが、地区
告】
原 弘行会員
委員6名で分担し、世話クラブ訪問をさせていただき、 【報
～米山奨学生・リーンさんの故郷
お礼を申し上げるとともに、皆様方と奨学生の関わり
ベトナム・サムソン市訪問の旅～
や雰囲気を拝見させていただき、奨学生の様子をお
聞かせいただいています。
昨年５月から当クラブへベトナム出身で千葉大学工
八街ロータリークラブの皆様にはいつも米山記念奨
学部に在学のグエンティテユイ・リーンさんが米山奨
学会に対するご理解とご協力をいただき、多くの米山
学生としておいでになっております。今回ご両親のお
功労者をご輩出くださっていることに心からのお礼を
誘いで槍木カウンセラー、伊藤嘉一、大野、山本、原、
申し上げます。又、米山奨学生 グエンティテュイリー
門倉６名の会員がリーンさんの故郷・サムソン市を訪
ンさんの世話クラブになっていただいていることに感謝
問いたしました。その様子をパワーポイント・写真70
申し上げます。リーンさんは、２年目の奨学生ですが、
枚で報告いたします。
いつも皆様にはたいへん親しくしていただき、支えて
８月２４日成田国際空港を１０時発のベトナム航空Ｖ
いただいている様子が伝わってきます。ありがとうござ
Ｎ311便でハノイ（ノイ・バイ）国際空港へ約６時間の
います。8月24日から27日にかけて八街ロータリークラ
フライトで３０分ほど遅れ到着しました。空港へリーン
ブから6人の会員の方々がリーンさんの母国ベトナム
さんが迎えに来ていただき、車で３時間ほど乗りサム
を訪問され、ご家族との交流を図ってくださったとのこ
ソン市に到着しました。リーンさんのチカラ日本語学
と、本人もツアーコンダクターの自覚を持ってしっかり
校を２か所見学し、日本語を学んでいる生徒さんを
お世話をしていた様子をお聞きし、素晴らしいことだと
拝見しました。その後、レストランでご両親とご家族で
感心いたしました。米山奨学生に期待されることは、
夕食後ご自宅を訪問し、宿泊ホテルヘ向かいました。
「将来、母国と日本との架け橋となって、国際親善と平
翌日ホテルから見る朝日の下は海岸で、歩いて2分
和のためにつくす。」ことですが、リーンさんはすでに、
ほどの距離でした。
ベトナムに日本語学校をつくり、日本との架け橋に
２日目は市内のリゾート建設現場（ゴルフ場、別荘、
なって働く夢を着実に実現しつつあり、今後ますます
国際会議場など建設中）を視察し、そのほか、寺院、
の活躍が期待されるところです。
ビーチ観光のご案内をしていただきました。夕食には
昨年の奨学生選考では、指導教官からの推薦状の
市長さん及びリーンさんのご家族、関係者と共に海
内容において経済的困窮を理由とした推薦状が多く、
の幸の夕食を和やかな歓談のなかでご馳走になりま
米山記念奨学金制度の趣旨とのズレを感じました。応
した。
募してきた奨学生もロータリー活動や米山記念奨学金
３日目は市内観光、スーパーで買い物、陶器市場
制度についてほとんど知らない実情が浮き彫りになり
へ立ち寄り、夕食後再びノイ・バイ国際空港へ送って
ました。そこで、今年度地区委員会では、①大学奨学
いただき０時２５分発のＶＮ310便ベトナム航空で成
金担当者のみならず、指導教官に米山奨学金制度や
田空港へ予定より約３０分早く２７日朝７時ごろ到着い
ロータリー活動についての理解を深めてもらうために
たしました。
指導教官を対象とした研修会（7月25日）を行うこと、②
３日間と短い期間でしたが、サムソン市内をリーンさ
米山記念奨学生として採用された奨学生に米山記念
んのご案内とご家族の温かいおもてなしを受けました。
奨学生の意識と自覚を持ってもらうための研修（6月6
再び今建設中のゴルフ場でプレイを楽しみたいと思
日、7月25日）を行うことを重点計画に掲げ、実行して
います。ありがとうございました。
まいりました。
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ベトナムの旅

リーンさん ノイ・バイ（ハノイ）国際空港まで
お出迎え

リーンさんの日本語センターの
生徒たちと

槍木国際委員長からサムソン市長へ
記念品贈呈

リーンさんのご自宅で

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 萬来謙一
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