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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

≪今月のお祝い≫ 

会員誕生日 

西山祐三君      上野弘勝君 

山根宏夫君   岩崎茂君 

繁田光君 

夫人誕生日 山根みどり様 

結婚記念日 
忽滑谷明君   岩崎茂君  

繁田光君   木下登君  

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

日本列島は１月２４日

～１月２６日にかけて、

上空に非常に強い寒気が

流れ込み西日本や北陸を

中心に記録的な寒さとな

った。奄美大島にも１１

５年ぶりに降雪があった

という。九州では２６日未明から朝にかけて

気温が氷点下１０度を下回り、観測史上最低

を更新したところが相次いだ。水道管の破裂

による断水と停電が続いたという。博多と佐

世保を結ぶ JR九州の特急「みどり」の記事を

読んだ。この日列車は雪に降り込められ、佐世

保線有田駅に昼から夜まで約９時間にわたっ

て停車した。これを聞きつけた佐賀県有田町

の町民が、ツイッターなどで声を掛け合い、約

２５０個のおにぎりとお茶で乗客をもてなし

たという。見ず知らずの、通りすがりの、いわ

ば‘旅の衆‘におでん鍋を差し入れた人がいた。

毛布を持ち寄った人がいた。盆踊りの唄にあ

る、＜鮎は瀬につく 鳥は木に止まる 人は

情けの下に住む＞と。寒波という、さむいさむ 

 

い記事のなかにあって、ほっと暖かい心に触

れた思いでした。 

１月３０日（土）入間市まちの魅力づくりシ

ンポジウム、味わい深いまちを作るために、国

際経営コンサルタント関山祐介さんをお迎え

して、パネルディスカッションが行われ出席

して参りました。少子高齢化社会になって、日

本全国で町が消えてゆくところがあると聞き

ます。入間市は自然が多くあり狭山丘陵、加治

丘陵、お茶畑が広がっており富士山がよく見

えます。地方創生で米軍ハウスの後に磯野商

会の磯野達雄社長がジョンソンタウンを造り

上げました。テレビで上映されとても人気が

出て、土日には人が大勢集まり大変賑わって

おります。コーヒーショップや食堂など数多

くの店が出店しています。近くには彩の森入

間公園があり、外国へでも行ったような気分

になります。全国的に人口が減る傾向がある

中、入間は減少が少ないようです。交通の要で

ある圏央道があり、経済の発展につながって

います。池袋から３０分、三井アウトレット、

コストコには買い物客がバスや車で沢山の

方々が押し寄せています。入間市が今後ます

ます発展し住みよい町であるように、味わい

深い町であるように願っています。 

立春を前に、前会員の宅見允さんの訃報が

届きました。１月２８日に逝去されたそうで

す。田嶋法律事務所に所属していました。活動

的な方でロータリーのことを一生懸命に頑張

ってこられました。病気によって退会されて

から４年ほどのことでした。私から弔電を打

たせていただきました。ご冥福をお祈り申し

上げます。 

２９０３回例会 ２０１６年 ２月 ４日（木） Vol.30 
 



2 

 

■■■ ■■■ 
《ロータリー米山奨学生として》 

米山記念奨学生   ブィ・クィン･チャン様 

私は日本に来て、そ

ろそろ 5年経ちます。

20 歳となり親離れし

て、自立しようと決

心。日本に来てから現

在までアルバイトを

しながら学費や生活

費などを全て自分で

負担、ベトナムでの暮らしに比べてお金の使

い方が大きく変わりました。一円一円も大事

に使う様になり、毎月のアルバイト代は学費

の分を抜いて、残りは交通費や生活費など。し

かし、学費は今年の分だけじゃなく、来年の分

も考えないといけないので学費の為の貯金が

7、8割でした。アルバイト代が 10万円とした

ら、７万円から 8 万円は学費、残りの 2,3 万

円ぐらいを生活費に使っていました。 

厳しい状況で絶対に奨学金を貰えるように

と頑張り、お陰様で日本に来て 2 年目からは

奨学金を頂けるようになりました。ロータリ

ー米山記念奨学金を頂ける前、文部科学省の

奨学金を 3 年間頂きました。奨学金を得て生

活が楽になり学校での勉強も良い結果が続け

られています。 

日本での一人暮らしの生活も 5 年経ち外国

人の心細さがありましたが、日本人のおもて

なしの心のお陰で日常生活においては、いつ

も私を敬い丁寧に接して頂き、楽しく生活を

送っており、いつも感謝しています。 

現在、大学の授業以外に日本国際化推進協

会でインターンシップ活動をやっています。

文部科学省、経済産業省と連携して、日本のこ

とを世界に広げるプロジェクトを作り出すと

いう仕事です。そして、2020 年まで留学生の

数は 30万人に達する為、日本の魅力を世界の

学生に知ってもらうプロジェクトを私のいる

チームが担当しています。その中、私の仕事は

日本の各地方の伝統的な文化を調べて体験し

て、ベトナム語または英語にしてインターネ

ットのブログなどに投稿する仕事です。 

なぜベトナム語なのかというと近年、日本

にいるベトナムの留学生の数が急激に増加し

ています。文部科学省のデータから見ると、年

間約 2.5倍増えています。現在、ベトナム留学

生の数は韓国留学生を抜き 2位になりました。

これからはもっと増える予想がありますので、

ベトナム語を活用する私が務めています。 

私も日本の伝統的な文化に、とても興味深

く母国の後輩達に伝えたい気持ちもあります

し、特にロータリー米山記念奨学生のため日

本と母国ベトナムの架け橋の使命もあるため、

この仕事を大学の卒業までやり続けて行きた

いと思っています。また、私が気づいたことは

残念ですが、日本人の一部分の若い人は自分

の生まれ育った伝統文化を段々と忘れてしま

うことです。それは日本の問題だけじゃなく、

ベトナムの大都市でも子ども達は何百年、何

千年の昔々から続いてきた伝統文化を大事に

しないことです。外国人だけじゃなく、日本人

の若い人にも自分の国の伝統文化を守り続け

ていって欲しいと思っています。 

私の力は海の中で小さな砂のようなものか

も知れませんが、「世界へのプレゼントになろ

う」というロータリーのスローガンと同じに

なりたいです。これからも精一杯頑張ります。 

 

★米山記念奨学委員会 宮寺成人委員長 

米山記念奨学会は年

間の奨学生採用数 720人

(枠)、事業費は 12.4 億

円（2013-14 年度決算）

と、国内では民間最大の

国際奨学事業となって

います。これまでに支援してきた奨学生数は、

累計で 18,648人。その出身国は世界 123の国

と地域に及びます。米山奨学金には、奨学金に

よる経済的な支援だけでなく、ＲＣ独自の世

話クラブとカウンセラー制度による心の通っ

た支援があります。 

2015 年 7 月 1 日現在の奨学金プログラム別

人数は学部課程 257 人、修士課程 253 人、博

士課程 179 人、地区奨励 14 人、クラブ支援 8

人、海外応募者対象 14 人、海外学友会推薦 5

人となっており、国籍・地域別人数は中国 290

人、韓国 105人、ベトナム 81人、台湾 35人、

マレーシア 33 人、モンゴル 26 人、ネパール

19 人インドネシア 18 人、タイ 17 人、その他

106人合計 730人です。 

皆様には昨年の特別寄付にご協力いただき

誠に有難うございました。本日領収書が出て

おりますので確定申告にお使いください。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

第８回定例理事会 

〈協議事項〉 

1.４月のプログラムについて関谷委員長より発

表後承認 

（4/14は移動例会、入間南ＲＣとの合同例会） 

2. 新年会会計報告 関谷委員長より説明後承認 

3.地区大会における選挙人名簿について 

当クラブより会長幹事を選出 

4. 新入会員申請（吉岡信人氏）の件を承認 

〈報告事項〉 

1. 2/7(日)第３回クラブ奉仕部門セミナーは関

谷会員が出席予定 

2/11(木)インターアクト次期指導者講習会は

後藤会員が出席予定 

2/21(日)米山記念奨学生修了式及び歓送会は

忽滑谷会員が出席予定 

3/5(土)ＲＬＩセミナーＤＬ養成コースは関

谷会員が出席予定 

2. 2/18(木)地域交流研修会は粕谷会長、忽滑谷

幹事、西山エレクトが出席予定 

2/20(土)入間市交通安全市民大会は粕谷会長、

後藤会員が出席予定 

2/21(日)入間市少年野球連盟 50 周年式典は

粕谷会長、滝沢会員、新井会員が出席予定 

3. 平岡達也元会員より御礼のＦＡＸが届いてお

ります 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶

び申し上げます。 

この度は素晴らしい記念品をいただき誠

に有難うございました。これまで 35年とい

う長い間お世話になり、多くの皆様とお付

き合い出來ましたことは、私にとりまして

大きな財産となりました。 

この度体調をくずしクラブを退会せざる

を得なくなりました事は誠に残念なことで

すが、これまでの長い間お世話になりまし

たことに心から感謝申し上げる次第です。 

終わりになりましたが、貴クラブの今後

益々のご発展を御祈念申し上げる次第です。 

 ありがとうございました。 

★委員長報告 

職業分類委員会 山岸義弘委員長 

齋藤栄作会員の推薦で、吉岡信人さんの入

会の希望がありましたので宜しくお願いしま

す。職業分類は大分類「ビジネスサービス」小

分類「法律事務所」となっています。 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

再度のお知らせです。2/16（火）中央公民館

の３階８号室で研修会を行います。 

内容は R 財団と米山記念奨学会です。ご自身

向上のためにふるってご参加ください。６時

頃よりお食事が出来ます。 

会報雑誌委員会 岩崎茂委員長 

＜横組み２頁＞ 

日本から３人目の国際ロータリー会長 田

中作次氏（2012～2013年) 会長が世界での活

躍ぶりをもう一度振り返る記事です。 

＜横組み５頁～１３頁＞ 

 世界の平和も日本の発展も次代を担う子ど

も達の双建にかかっています。その子ども達

が「夢を持てる未来のために 今の私達が何を

し何を残すのか」とくと御読み下さい。 

＜横組み３３頁＞ 

 ガバナーのページに高柳ガバナーのことば

が掲載されていますのでお読みください。 

＜縦組み４頁＞ 

スキージャンプのレジェンド葛西選手の記

事。44 歳の今も世界で活躍いつも表彰台に立

つ葛西選手の凄まじいばかりの信念と努力の

事が、この記事から明らかにされています。 

＜縦組み５６頁＞ 

 入間南ＲＣといえば川柳のクラブを連想さ

れます。今回は師匠大野快三氏ではなく、愛弟

子の出川敏雄氏が入選されています。 

“なまず丼うなぎ押し出し勝ち名乗り” 

お見事でした。 

プログラム委員会 木下登委員長 

4 月のプログラムは、7 日講師卓話 谷戸祥

之氏 村山医療センター整形外科部長 テーマ

「脊柱管狭窄症」、14 日入間南ＲＣとの合同

例会 12(火)に振替、21 日会員卓話 宮寺成人

会員「マイナンバーについて」、28 日講師卓

話 貫井香織様 テーマ「国産シイタケ輸出に

ついて」となっております。 
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≪３月プログラム≫ 

 内 容 

3日 
講師卓話 「留学について」 

国際親善奨学生佐々木菜穂子様    

10日 
ロータリー美術館 

「韮崎大村美術館」 （山梨県） 

17日 会員卓話  忽滑谷明部門委員長 

24日 地区大会 3/27(日）振替 

31日 
第４回クラブ協議会  

各小委員長事業報告 

 

 

＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

41名 25名 65.8％ 78.4% 

事前欠席連絡 8名 

1. 10 月～12 月の出席状況表を配布しました。 

2. 2/22 新狭山ＲＣ合同メーキャップの参加

をお願いします。例会後の懇親会も併せて

ご参加ください。 

3. 再来週の座禅例会を長徳寺で行います。寒

い時期ではありますが、本堂を暖めて美味

しいお弁当も用意しておりますので大勢の

参加お願いいたします。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 繁田光副ＳＡＡ 

金井祐一君～長男の高校進路決まりました。 

繁田光君～チャンさん卓話ありがとう。 

山岸義弘君、馬路宏樹君～早退いたします。 

\48,000 累計\608,869 

■回覧覧、配布物 

① ガバナー月信 2016年２月号 

② ロータリーの友２月号 

③ 第５回日台ロータリー親善会議のご案内 

④ 2016年ロータリー国際大会ご案内と申込み 

⑤ ２０１６ソウルで会いましょう 

⑥ 2/22新狭山ＲＣ公開例会出欠表 

⑦ 3/27地区大会(2日目本会議)出欠表 

⑧ 2/18座禅例会出欠表 

⑨ 2016～2017年度ロータリー手帳申し込み 

⑩ クマヒラ「抜粋のつゞり」 

⑪ 宮岡陽子様からのお便り 

⑫ 宮前隆一様・幸子様からのお便り 

⑬ 高柳育行ガバナーからのお便り 

⑭ 学友会ニュース 2015年 12月号 

⑮ RI日本事務局財団室 NEWS2月号 

⑯ 入間ケーブルテレビ杯ゴルフ大会ご案内 

⑰ 3/10日帰り美術館出欠表 

⑱ Ｒ日本財団確定申告用寄付金領収書 

⑲ ロータリー米山記念奨学会領収書 

⑳ 2/16第 4回Ｒ情報研修会出欠表 

㉑ 2/27 RI2570地区第 3グループＩＭ出欠表 

㉒3/15第 5回Ｒ情報研修会出欠表 

㉓郷土の偉人シリーズ 製糸と石川家の人々 

㉔訃報パストガバナー 金子千侍様 

㉕訃報 所沢 RCパスト会長 平岩宗敏様 

㉖他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

㉗入間ＲＣ週報 28,29合併号 

 

 

2016年 2月 2016年 3月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

18 木 地域交流研修会   －未定－ 

20 土 入間市交通安全市民大会  

21 日 入間市少年野球連盟 50周年式典 

    

   

RI2570地区 2・3月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


