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本日　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月26日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2403回　例会報告／平成30年12月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん
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◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町
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◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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12月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん
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◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町
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本日　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月26日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2403回　例会報告／平成30年12月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん
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◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町
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本日　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月26日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2403回　例会報告／平成30年12月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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12月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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総数
－5 54
－5 54

出席
43
39

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

79.63％

72.22％

出席率
87.76％

100％

0
10

　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん
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◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町
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本日　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月26日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2403回　例会報告／平成30年12月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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●会長／寺尾正生　●幹事／松本隆之　●雑誌会報委員／中西克行・西山忠利・関　淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
741,460円

23,800円

765,260円

7,232円

0円

7,232円

748,692円

23,800円

772,492円

チビニコ 合　計

12月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん
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◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町
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本日　12月19日㈬ 18：30  ラ・ヴィータ

　　　 　忘　　年　　夜　　間　　例　　会

次週　12月26日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2403回　例会報告／平成30年12月12日　天候　晴

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
師走に入りました。この
時季になると「忠臣蔵」
がテレビ等でよく放映さ
れますが、この「忠臣蔵」
についてちょっと違った

観点からのお話をしてみます。
　「武士道とは死ぬことと見つけたり」とい
う言葉は、皆さんご存知だと思いますが、次
に続く言葉は「二つ二つの場において、早く
死ぬ方に片付くばかりなり」これは一生に一
度あるかないかの二者択一のとき、選択を迫
られたとき、死ぬ方が早く片付くんだったら
死んだらいい。それに続いて「別に子細な
し。腹すわって進む也」、別に死ぬとか生き
るというのはどうでもいいんだ。腹すわって
堂々と進んでいけばいいんだ。
　そして「図に当たらず、犬死になどいうこ
とは、上方風の打ち上がりたる武道なるべ
し」と続きます。これは、本懐を遂げずに返
り討ちに遭って死んだら、犬死じゃないかと
言われるが、それは上方風の思い上がった武
士道だよと。一生に一度あるかないかの二者
択一の場において、「図に当たるのわかるこ
とは及ばざりけり」本懐を遂げれるか遂げれ
ないかということは、分からないことだ。誰
にも分からない。と言っています。

　これからは、うろ覚えになりますが、
　「我人、生きる方がすき也。すきな方に理
が付くべし」要は人間という者は、みんな生
きる方が好きだから、何としても生きる方に
理屈を付けてやってしまう。しかし、図に外
れて生きたならば、腰抜けなり。というの
は、忠臣蔵は何年もかけて本懐を遂げたわけ
ですが、吉良上野介は日本の平均寿命を上
回っているので、いつ脳梗塞で死ぬかも分か
らないし、心臓麻痺で死ぬかも分からない。
「図に外れて生きたならば腰抜けなり。その
境、危うき也」ここが非常に難しい。と言っ
ています。
　「図に外れて死にたるは、犬死、気違い
也」要するに図に外れて、もし討ち入って死
んでしまう、返り討ちになって死んでしまう
と、犬死にとか気違いというふうに言われ
て、世間から非難されるかもしれない。しか
し、次の言葉が重要なんです。「恥にはなら
ず、これが武士道の丈夫也」これは恥ではな
い。これが武士の本質なんだというふうに
言っています。
　この辺で死生観が非常に純粋で尊厳をもっ
て、また逆説的に表現されるわけですけど
も、武士道は死ぬことと見つけたりというこ
とで、死んじゃえばいいんだと捉えられます
が、次に続くことが「毎朝毎夕、改めては死
に改めては死に、常住死身になりて居るこ
と」これにおいて、武道に自由を得る。人間
としての自由な生き方を得るんだと。そし
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先週まで
ニコニコ
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チビニコ 合　計

12月12日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
12月26日㈬　ロータリー休日

2019年
１月２日㈬　休会（国民の祝日）
１月９日㈬　時間変更例会

（ザ クラウンパレス）
　　　　　　定例理事会
１月19日㈯　高知第Ⅰ分区・第Ⅱ分区Ｉ.Ｍ.

（高知ロイヤルＲＣ・ホテル日航高知旭ロイヤル）
１月30日㈬　職場例会
　　　　　　役員会
２月６日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
　　　　　　定例理事会
２月10日㈰　PETS・DTTS

（徳島グランヴィリオホテル）
２月13日㈬　ロータリー休日
２月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　12月20日㈭　年内最終夜間例会
高知中央ＲＣ　12月20日㈭　クリスマス夜間例会
高知西ＲＣ　　12月21日㈮　忘年夜間例会
高知ＲＣ　　　12月25日㈫　忘年夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　12月25日㈫　クリスマス夜間例会
高知南ＲＣ　　12月27日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　12月27日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　12月28日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　12月31日㈪　ロータリー休日
2019年
高知南ＲＣ　　１月３日㈭　法定休日
高知中央ＲＣ　１月３日㈭　法定休日
高知北ＲＣ　　１月７日㈪　新年夜間例会
高知中央ＲＣ　１月10日㈭　新年還暦祝い夜間例会
高知南ＲＣ　　１月17日㈭　新年夜間例会
高知西ＲＣ　　１月18日㈮　新年夜間例会
高知北ＲＣ　　１月21日㈪　ＩＭに振替
高知ＲＣ　　　１月22日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月22日㈫　ＩＭに振替
高知北ＲＣ　　１月28日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　１月29日㈫　職場例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　１月29日㈫　新年夜間例会

ぼを守ってきました。今は年を取って、広大
な土地を持っている人に無料で貸していま
す。お母さんは洋服屋さんです。母は兄弟が
13人いて、お金がなかったため中学校卒業し
てから服を売り始めて、既に30年経っていま
す。おばあさんは、一人で山に住んでベトナ
ムの綿を作っていますが、５月と９月には親
戚が手伝って、綿を売ります。
　私は、小さいころから日本への憧れがあり
ました。うちには50ccのホンダのバイクがあ
り、20年前にしては珍しいことでした。村の
みんなからは、羨ましがられました。なぜ、
ベトナム人が日本の物を好きになるのか分
かったのは、他の国から入ってきた製品を見
たときでした。日本の物は高品質で長持ちし
ます。その上、安全・安心です。農家の人た
ちは中国からの農薬や保存料を使って、たく
さんの健康被害が出ました。去年は、世界中
でがんになった患者数は、ベトナムが１位で
した。日本はベトナムから見ると、バイクだ
けでなく、農薬や天気情報、洪水対策など全
てにおいて最先端の国でした。
　私は日本に来ても親からの仕送りはありま
せんでした。ベトナムと日本の物価は６～８
倍の違いがあります。私は生活費や授業料の
ためにアルバイトをしていましたので、日本
での生活は大変でした。朝は４時から７、８
時まで新聞配達。学校に行って、週に４回、
午後６時から12時まで居酒屋でアルバイト。
そんな生活を２年間続けましたが、みんな家
族みたいに応援してくれました。
　現在は、高知大学３回生で専攻は数学。統
計学、幾何学、微分・積分など、数学を深く
理解できるように勉強しています。数学を勉
強しているというと、「何の役に立つの？」
という人もいるかもしれませんが、あらゆる
学問の中で、圧倒的に重要なのが数学です。
数学はありとあらゆる論理的かつ学科の基礎
となっています。中でも数学を一般的に利用
しやすいのは統計数学です。
　今、私が研究したいのは統計数学で、もっ
と学んで自分の地域の問題を掘り下げ、原因
を導きだし解決したいと思います。数学の力
で、民族の人たちに自然を守る意味を伝えた
い。そして、みんなに知識を教えてベトナム
の少数民族や農家を助けたいと思います。

　私の将来の夢は二つあります。まず、高知
県にベトナム料理の店をつくりたいことで
す。高知県にはベトナム人が1,000人近く住
んでいますが、日本人との交流が少ないた
め、ベトナム人が常に集まったり、日本人と
交流できるようなスペースをつくりたいと思
います。そして、ベトナムとの関係につい
て、もっと日本人に意識してもらいたいと
思っています。
　二つ目は、ベトナムの少数民族と農家の暮
らしを守り、ベトナムの自然を守りたいこと
です。少数民族はほとんど山に住んでいて、
とても貧乏で学校に行けない子どもが多く
て、計算などができません。知識がないので
他の人に騙されること、特に中国の商人など
に騙されて山の資源を取り尽くしてしまうこ
ともあります。山の果物を採り尽くされた
り、木を全部切ったりしています。切った木
の輸出先は日本です。食料や服なども足りま
せん。だから、私は少数民族に知識をつけ
て、民族と自然を守る活動をしたいと思って
います。ベトナム料理の店を基点に、日本人
にも現実を伝え、活動に巻き込んでいきたい
と考えています。
　私は、奨学金をもらう前は、サークルや挑
戦したいことがあってもアルバイトで忙しく
て全然できませんでした。でも、奨学金をも
らうようになってから、バイトの時間を減ら
して、いろんな挑戦ができました。ベトナム
の伝統的なハンドメイドバッグを輸入して日
曜市で販売しています。奨学金に合格した４
月から輸入の準備を始め、６月に日曜市の販
売場所を探して、７月15日からスタートしま
した。日本に来て初めて自分のやりたいこと
ができた瞬間です。カウンセラーの門田さん
は、ビジネスの相談やバッグを運ぶなど、い
ろいろ手伝ってくれました。たくさんのロー
タリアンの方も応援に来てくれました。
　日曜市だけでなく地域のお祭りなど、もっ
といろいろなことに挑戦して、高知県でベト
ナムを広めていきたいと思います。そして、
他の留学生に私の経験を伝えて、ロータリア
ンの方と交流し、多くの留学生が日本で挑戦
できる雰囲気をつくっていけたらと思ってい
ます。

て、一生落ち度なく家督を全うする。と説い
ています。
　このように考えると、忠臣蔵は日本人の鏡
と捉えられていますが、テレビで見るように
衣装をきちんと着て討ち入りは、多分してい
ないだろうと。ほんとにみすぼらしい格好で
討ち入りをしたんじゃないかというようなこ
とも文献には書いてあります。その中で、最
終的には切腹をしてしまいますが、これは三
島由紀夫も浅田次郎も、少なくてもその場で
したらよかったけれど、泉岳寺で切腹をする
べきであった。と書いています。
　非常にこの「葉隠」というのは逆説的で、
死に対して非常に純粋な捉え方をしていま
す。賛否両論あると思いますが、年末、忠臣
蔵を見るときは、そういう考え方もあるとい
うことを少し頭の中に入れて見ていただく
と、忠臣蔵に対する見方が変わってくると思
います。難しい話ではないですが、僕が思う
ことと皆さんがどのように思うかを考えてい
ただけたら、忠臣蔵を見る楽しみが出てくる
のではないでしょうか。

◇来訪ロータリアン
　セントアンドリュースＲＣ
　　OLIVER BJORKSTEN 氏
　高知ＲＣ　　西山彰一氏
　仁淀ＲＣ　　門田義仁氏
◇お　客　様
　米山記念奨学生
　　グェン ティ ドアン チャンさん
◇情報委員会より
　ロータリー情報委員会（入会３年未満の方
を対象にオリエンテーション）を本日18時30
分から、「かこいのくら」で開催します。資
料とクラブ計画書をご持参ください。
◇国際奉仕委員会より
　例年行っている書き損じハガキ等の回収を
行います。締切は２月６日です。ご協力をお
願いします。
◇社会奉仕委員会より
　12月21日㈮、18時から防犯パトロールを行
います。後の打ち上げに参加できる方は、予
約の関係で、本日15時までにご連絡ください。
◇幹　事　報　告
・来週は、忘年夜間例会です。
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　私はベトナム出身のグェン ティ ドアン 
チャンと申します。23歳です。高知大学理学
部数学科３年生です。日本に来て４年半。２
年前、盛岡の日本語学校で勉強して、高知に
来ました。私の夢は日本とベトナムをつなぐ
架け橋となり、ベトナムの伝統的民族と自然
を守ることです。
　ベトナムの人口は9,370万人。面積は30万
9,240平方キロメートル、首都は北部のハノ
イです。一番の商業都市はホーチミンで、民
族はキン族が86％と53の少数民族がいます。
中国、ラオス、カンボジアに接しており、産

業は農林水産業と工業です。
　私の出身地はベトナムの中部のクアンナム
県です。中部は北部・南部と比べて田舎で、
災害の多いところです。私の住む地域も毎
年、山やダムが決壊し、洪水に見舞われま
す。９月から12月は雨季で、大きな被害が出
ます。農家の植える種は全て駄目になり、生
活用品も流されてしまいます。水が引くまで
に１～２週間かかることもあって、国が空か
ら食料を落として支援してくれることもあり
ます。
　家族は４人、お父さんは農家で昔から田ん

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇出席率報告

 ● 門田義仁（仁淀ＲＣ）本日は、米山奨学生
チャンさんを卓話にお招きいただきありがと
うございます。今後とも米山奨学生に対しま
して、ご支援のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
 ● 寺尾正生 もし読まれてない方は、ぜひ「葉
隠聞書」をお薦めします。あくびの防ぎ方な
ど日常生活に役立つことなど面白く読めます。
 ● 松本隆之　チャンさん、本日は卓話をあり
がとうございました。ぜひともベトナムと日
本の架け橋となられてください。
 ● 窪田満里子　米山奨学生チャンさんの卓話
を聞いていただいてありがとうございまし
た。彼女は、日曜市でいろいろな商品を販売
して頑張っています。ぜひ、見てあげてくだ
さい。
 ● 竹村克彦　先週のこと、重責を背負いまし
た。皆さまよろしくお願いいたします。

 ● 前川美智子　先週は、次年度2019－2020年
の役員及び理事のご承認をいただき、誠にあ
りがとうございました。役員、理事の方々に
は大変なお世話をおかけしますが、また、全
ての会員の皆々様にもお願いを申し上げます
ので、どうかご協力よろしくお願い申し上げ
ます。飛び跳ねるほど嬉しい知らせが入りま
した。お世話した２人から結婚します。入籍
しましたと、昨日連絡をいただきました。
ちょー嬉しい。お誕生日プレゼントありがと
うございます。
 ● 西森良文　家庭記念日お祝いありがとうご
ざいます。若かった（優しかった）妻がなつ
かしいです。・・・お互い様でした。
 ● 水上　元　入会祝いありがとうございまし
た。牧野署名へのご協力引き続きよろしくお
願いいたします。
 ● 髙橋卓弥　入会祝いありがとうございまし
た。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。日に日に寒さが増してま
いります。今年もあと少しです。どうぞお身
体を大切にお過ごしください。
◇遅刻・早退　１件

「日本で挑戦したこと」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  グェン ティ ドアン チャン さん

ロータリー情報委員会
2018年12月12日㈬　於：かこいのくら

高知東ＲＣ年末防犯パトロール・防犯用品配布
2018年12月14日㈮　於：中央公園～帯屋町


