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本日　10月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

広瀬　雅彦 会員

第2439回　例会報告／令和元年10月２日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
10月に入りました。消費
税が10％になり、先月は
皆さん、準備や対応に多
忙ではなかったかと思い
ます。新しく事を起こす

のは、複雑になったり手間がかかりますが、
何とかスタートしています。
　先週はほんとにたくさんの行事がありまし
た。
　まず、親睦委員会主催、今年度初のゴルフ
大会が日曜日に開催されました。委員長は雨
を心配されていましたが、何と晴天に恵ま
れ、真夏のような暑さでした。意外なスコア
が出たりして楽しく、また、表彰式も盛り上
がりました。担当の松井さん、親睦委員会の
皆さん大変お世話になりありがとうございま
した。参加者の皆さん、お疲れ様でした。
　金曜日には長期交換学生、ダイアナさんの
ウェルカムパーティーが行われ、永野委員長、
岡本幹事、猿田先生ご夫妻と一緒に参加しま
した。今年度、当クラブは猿田ご夫妻が、来
年１月から３月までの３ヵ月間、ホストファ
ミリーを引き受けてくださいます。20年振り
とのことで、ご無理を申し上げましたが、よ
ろしくお願いします。皆さまのご協力もお願

いします。
　土曜日は、米山記念奨学生の卓話前のプレ
ゼンテーションがあり参加しました。現在、
高知県内には５名の奨学生がいますが、自己
紹介、自国のＰＲ、なぜ日本に来たのか、日
本を選んだのか、ロータリーとの出会い、そ
して、将来の話を、流ちょうな日本語でプレ
ゼンテーションをしました。その中で、米山
奨学生になれて本当に良かった。特にベトナ
ムと日本は物価等に６倍の差があるので、家
族からの仕送りでは支えにもならないし生活
もできない。朝は新聞配達をし、夜のバイト
をしながら学費や生活費を賄ってきた。それ
が、米山奨学金をもらえるようになって、勉
強に集中でき、研究室に入って先生の指導も
受けることができた。時間の余裕もできて米
山学友会に入り、様々な国の人と交流し、楽
しく充実した時間が持てたと、支援と交流が
できたことへの感謝の言葉がありました。
　また、博士号を取るには、英文の論文を２
ヵ所に提出しなければならないと聞きました。
英語圏の学生ならまだしも、日本語の勉強も
しながら英語の論文も書く。大変な頑張りだ
と感心しました。米山奨学事業が素晴らしい
とは思っていましたが、選ばれた奨学生たち
の実際の話を聞いて、とても感動しました。
　本日、米山記念奨学生事業に関する豆辞典
をレターボックスに入れています。これには、
担当のクラブの会員がカウンセラーとして、
奨学生の相談に乗ったり全面的支援を行う。
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
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10月２日
今期の累計

あるいは、事業の使命等々、詳細に載ってい
ますのでぜひご覧ください。
　こうした制度によって、学生たちは新しい
出会いや交流、日本の心、ロータリーの心を
学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。
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 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替

● ニコニコ箱 ●
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10月２日
今期の累計

あるいは、事業の使命等々、詳細に載ってい
ますのでぜひご覧ください。
　こうした制度によって、学生たちは新しい
出会いや交流、日本の心、ロータリーの心を
学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。

10月２日

９月18日

総数
－4 55
－4 55

出席
42
40

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

76.36％

72.73％

出席率
88.24％

100％

3
11

◇出席率報告

 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
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本日　10月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

広瀬　雅彦 会員

第2439回　例会報告／令和元年10月２日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
10月に入りました。消費
税が10％になり、先月は
皆さん、準備や対応に多
忙ではなかったかと思い
ます。新しく事を起こす

のは、複雑になったり手間がかかりますが、
何とかスタートしています。
　先週はほんとにたくさんの行事がありまし
た。
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を心配されていましたが、何と晴天に恵ま
れ、真夏のような暑さでした。意外なスコア
が出たりして楽しく、また、表彰式も盛り上
がりました。担当の松井さん、親睦委員会の
皆さん大変お世話になりありがとうございま
した。参加者の皆さん、お疲れ様でした。
　金曜日には長期交換学生、ダイアナさんの
ウェルカムパーティーが行われ、永野委員長、
岡本幹事、猿田先生ご夫妻と一緒に参加しま
した。今年度、当クラブは猿田ご夫妻が、来
年１月から３月までの３ヵ月間、ホストファ
ミリーを引き受けてくださいます。20年振り
とのことで、ご無理を申し上げましたが、よ
ろしくお願いします。皆さまのご協力もお願

いします。
　土曜日は、米山記念奨学生の卓話前のプレ
ゼンテーションがあり参加しました。現在、
高知県内には５名の奨学生がいますが、自己
紹介、自国のＰＲ、なぜ日本に来たのか、日
本を選んだのか、ロータリーとの出会い、そ
して、将来の話を、流ちょうな日本語でプレ
ゼンテーションをしました。その中で、米山
奨学生になれて本当に良かった。特にベトナ
ムと日本は物価等に６倍の差があるので、家
族からの仕送りでは支えにもならないし生活
もできない。朝は新聞配達をし、夜のバイト
をしながら学費や生活費を賄ってきた。それ
が、米山奨学金をもらえるようになって、勉
強に集中でき、研究室に入って先生の指導も
受けることができた。時間の余裕もできて米
山学友会に入り、様々な国の人と交流し、楽
しく充実した時間が持てたと、支援と交流が
できたことへの感謝の言葉がありました。
　また、博士号を取るには、英文の論文を２
ヵ所に提出しなければならないと聞きました。
英語圏の学生ならまだしも、日本語の勉強も
しながら英語の論文も書く。大変な頑張りだ
と感心しました。米山奨学事業が素晴らしい
とは思っていましたが、選ばれた奨学生たち
の実際の話を聞いて、とても感動しました。
　本日、米山記念奨学生事業に関する豆辞典
をレターボックスに入れています。これには、
担当のクラブの会員がカウンセラーとして、
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学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。
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 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
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本日　10月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

広瀬　雅彦 会員

第2439回　例会報告／令和元年10月２日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
10月に入りました。消費
税が10％になり、先月は
皆さん、準備や対応に多
忙ではなかったかと思い
ます。新しく事を起こす

のは、複雑になったり手間がかかりますが、
何とかスタートしています。
　先週はほんとにたくさんの行事がありまし
た。
　まず、親睦委員会主催、今年度初のゴルフ
大会が日曜日に開催されました。委員長は雨
を心配されていましたが、何と晴天に恵ま
れ、真夏のような暑さでした。意外なスコア
が出たりして楽しく、また、表彰式も盛り上
がりました。担当の松井さん、親睦委員会の
皆さん大変お世話になりありがとうございま
した。参加者の皆さん、お疲れ様でした。
　金曜日には長期交換学生、ダイアナさんの
ウェルカムパーティーが行われ、永野委員長、
岡本幹事、猿田先生ご夫妻と一緒に参加しま
した。今年度、当クラブは猿田ご夫妻が、来
年１月から３月までの３ヵ月間、ホストファ
ミリーを引き受けてくださいます。20年振り
とのことで、ご無理を申し上げましたが、よ
ろしくお願いします。皆さまのご協力もお願

いします。
　土曜日は、米山記念奨学生の卓話前のプレ
ゼンテーションがあり参加しました。現在、
高知県内には５名の奨学生がいますが、自己
紹介、自国のＰＲ、なぜ日本に来たのか、日
本を選んだのか、ロータリーとの出会い、そ
して、将来の話を、流ちょうな日本語でプレ
ゼンテーションをしました。その中で、米山
奨学生になれて本当に良かった。特にベトナ
ムと日本は物価等に６倍の差があるので、家
族からの仕送りでは支えにもならないし生活
もできない。朝は新聞配達をし、夜のバイト
をしながら学費や生活費を賄ってきた。それ
が、米山奨学金をもらえるようになって、勉
強に集中でき、研究室に入って先生の指導も
受けることができた。時間の余裕もできて米
山学友会に入り、様々な国の人と交流し、楽
しく充実した時間が持てたと、支援と交流が
できたことへの感謝の言葉がありました。
　また、博士号を取るには、英文の論文を２
ヵ所に提出しなければならないと聞きました。
英語圏の学生ならまだしも、日本語の勉強も
しながら英語の論文も書く。大変な頑張りだ
と感心しました。米山奨学事業が素晴らしい
とは思っていましたが、選ばれた奨学生たち
の実際の話を聞いて、とても感動しました。
　本日、米山記念奨学生事業に関する豆辞典
をレターボックスに入れています。これには、
担当のクラブの会員がカウンセラーとして、
奨学生の相談に乗ったり全面的支援を行う。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
439,811円

82,800円

522,611円

5,129円

0円

5,129円

444,940円

82,800円

527,740円

チビニコ 合　計

10月２日
今期の累計

あるいは、事業の使命等々、詳細に載ってい
ますのでぜひご覧ください。
　こうした制度によって、学生たちは新しい
出会いや交流、日本の心、ロータリーの心を
学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
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本日　10月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

広瀬　雅彦 会員

第2439回　例会報告／令和元年10月２日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
10月に入りました。消費
税が10％になり、先月は
皆さん、準備や対応に多
忙ではなかったかと思い
ます。新しく事を起こす

のは、複雑になったり手間がかかりますが、
何とかスタートしています。
　先週はほんとにたくさんの行事がありまし
た。
　まず、親睦委員会主催、今年度初のゴルフ
大会が日曜日に開催されました。委員長は雨
を心配されていましたが、何と晴天に恵ま
れ、真夏のような暑さでした。意外なスコア
が出たりして楽しく、また、表彰式も盛り上
がりました。担当の松井さん、親睦委員会の
皆さん大変お世話になりありがとうございま
した。参加者の皆さん、お疲れ様でした。
　金曜日には長期交換学生、ダイアナさんの
ウェルカムパーティーが行われ、永野委員長、
岡本幹事、猿田先生ご夫妻と一緒に参加しま
した。今年度、当クラブは猿田ご夫妻が、来
年１月から３月までの３ヵ月間、ホストファ
ミリーを引き受けてくださいます。20年振り
とのことで、ご無理を申し上げましたが、よ
ろしくお願いします。皆さまのご協力もお願

いします。
　土曜日は、米山記念奨学生の卓話前のプレ
ゼンテーションがあり参加しました。現在、
高知県内には５名の奨学生がいますが、自己
紹介、自国のＰＲ、なぜ日本に来たのか、日
本を選んだのか、ロータリーとの出会い、そ
して、将来の話を、流ちょうな日本語でプレ
ゼンテーションをしました。その中で、米山
奨学生になれて本当に良かった。特にベトナ
ムと日本は物価等に６倍の差があるので、家
族からの仕送りでは支えにもならないし生活
もできない。朝は新聞配達をし、夜のバイト
をしながら学費や生活費を賄ってきた。それ
が、米山奨学金をもらえるようになって、勉
強に集中でき、研究室に入って先生の指導も
受けることができた。時間の余裕もできて米
山学友会に入り、様々な国の人と交流し、楽
しく充実した時間が持てたと、支援と交流が
できたことへの感謝の言葉がありました。
　また、博士号を取るには、英文の論文を２
ヵ所に提出しなければならないと聞きました。
英語圏の学生ならまだしも、日本語の勉強も
しながら英語の論文も書く。大変な頑張りだ
と感心しました。米山奨学事業が素晴らしい
とは思っていましたが、選ばれた奨学生たち
の実際の話を聞いて、とても感動しました。
　本日、米山記念奨学生事業に関する豆辞典
をレターボックスに入れています。これには、
担当のクラブの会員がカウンセラーとして、
奨学生の相談に乗ったり全面的支援を行う。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
439,811円

82,800円

522,611円

5,129円

0円

5,129円

444,940円

82,800円

527,740円

チビニコ 合　計

10月２日
今期の累計

あるいは、事業の使命等々、詳細に載ってい
ますのでぜひご覧ください。
　こうした制度によって、学生たちは新しい
出会いや交流、日本の心、ロータリーの心を
学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会
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本日　10月９日㈬ 18：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　創　立　記　念　夜　間　例　会

次週　10月16日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

広瀬　雅彦 会員

第2439回　例会報告／令和元年10月２日　天候　雨

◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
10月に入りました。消費
税が10％になり、先月は
皆さん、準備や対応に多
忙ではなかったかと思い
ます。新しく事を起こす

のは、複雑になったり手間がかかりますが、
何とかスタートしています。
　先週はほんとにたくさんの行事がありまし
た。
　まず、親睦委員会主催、今年度初のゴルフ
大会が日曜日に開催されました。委員長は雨
を心配されていましたが、何と晴天に恵ま
れ、真夏のような暑さでした。意外なスコア
が出たりして楽しく、また、表彰式も盛り上
がりました。担当の松井さん、親睦委員会の
皆さん大変お世話になりありがとうございま
した。参加者の皆さん、お疲れ様でした。
　金曜日には長期交換学生、ダイアナさんの
ウェルカムパーティーが行われ、永野委員長、
岡本幹事、猿田先生ご夫妻と一緒に参加しま
した。今年度、当クラブは猿田ご夫妻が、来
年１月から３月までの３ヵ月間、ホストファ
ミリーを引き受けてくださいます。20年振り
とのことで、ご無理を申し上げましたが、よ
ろしくお願いします。皆さまのご協力もお願

いします。
　土曜日は、米山記念奨学生の卓話前のプレ
ゼンテーションがあり参加しました。現在、
高知県内には５名の奨学生がいますが、自己
紹介、自国のＰＲ、なぜ日本に来たのか、日
本を選んだのか、ロータリーとの出会い、そ
して、将来の話を、流ちょうな日本語でプレ
ゼンテーションをしました。その中で、米山
奨学生になれて本当に良かった。特にベトナ
ムと日本は物価等に６倍の差があるので、家
族からの仕送りでは支えにもならないし生活
もできない。朝は新聞配達をし、夜のバイト
をしながら学費や生活費を賄ってきた。それ
が、米山奨学金をもらえるようになって、勉
強に集中でき、研究室に入って先生の指導も
受けることができた。時間の余裕もできて米
山学友会に入り、様々な国の人と交流し、楽
しく充実した時間が持てたと、支援と交流が
できたことへの感謝の言葉がありました。
　また、博士号を取るには、英文の論文を２
ヵ所に提出しなければならないと聞きました。
英語圏の学生ならまだしも、日本語の勉強も
しながら英語の論文も書く。大変な頑張りだ
と感心しました。米山奨学事業が素晴らしい
とは思っていましたが、選ばれた奨学生たち
の実際の話を聞いて、とても感動しました。
　本日、米山記念奨学生事業に関する豆辞典
をレターボックスに入れています。これには、
担当のクラブの会員がカウンセラーとして、
奨学生の相談に乗ったり全面的支援を行う。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

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

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

●会長／前川美智子　●幹事／岡本淳一　●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●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６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com
　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
10月９日㈬　高知東ロータリークラブ
　　　　　　　創立記念日
　　　　　　創立夜間例会
　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬　役員会
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ　10月３日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　10月８日㈫　夜間例会
高知西ＲＣ　　10月11日㈮　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月17日㈭　ロータリー休日
高知中央ＲＣ　10月24日㈭　職場例会
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
439,811円

82,800円

522,611円

5,129円

0円

5,129円

444,940円

82,800円

527,740円

チビニコ 合　計

10月２日
今期の累計

あるいは、事業の使命等々、詳細に載ってい
ますのでぜひご覧ください。
　こうした制度によって、学生たちは新しい
出会いや交流、日本の心、ロータリーの心を
学びます。ロータリアンも多様な文化や価値
観への理解を広げるよい機会になっていると
思います。今後も、米山奨学会への寄付をよ
ろしくお願いします。
　本日は、米山記念奨学生のレ・ティ・フィ
エンさんの卓話です。よろしくお願いします。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
　高知ＲＣ　西山彰一氏
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん

に奨学金をお渡ししました。
◇会員増強委員会より
　本日、レターボックスに新規会員見込み紹
介キャンペーンのチラシをお配りしました。
集まった情報は表にして、一度会員の皆さん
にＦＡＸで送ります。
◇親睦委員会より
　10月16日、広瀬会員の歓迎会を、座屋（い
ざりや）で18時半から行います。時間と場所
を間違わないようにお願いします。

◇10月の会員祝日（敬称略）
 ● 会員誕生日
　浦田　健治
　土居　祐三
　岡﨑　勇樹
　野町　和也
　松本　隆之
　鬼頭　愼一
　石川　　健
 ● 配偶者誕生日
　小比賀博美　　松井　智子　　寺尾　幸子
　岡本多美子
 ● 家庭記念日
　沖　　卓史　　近森　範久　　中西　克行
　土居　祐三　　久松　啓一　　北村　　裕
　前田　　博　　窪田満里子　　関　　淑公
　西村　美香
 ● 入会記念日
　永野　健生　　鬼田　知明　　西内　俊介
　西山　忠利　　山崎　敏朗　　北村　　裕
◇幹　事　報　告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・来週の10月９日は、創立夜間例会で18時30

分からです。
・10月のロータリーレートは１ドル108円です。

　私はベトナムの首都ハノイから来ました。
ハノイはベトナムの文化、経済及び政治の中
心です。1999年にユネスコから平和都市とし
て認められ、2010年、創立1000周年記念式典
を開催しました。ハノイは文化的特徴だけで
なく、様々な歴史的な遺跡があります。
　１番目は文廟です。ベトナム初の大学で、
1070年に建てられたもので、ベトナムの紙幣
にもなっており2012年からハノイのシンボル
になっています。文廟のもう一つの特徴は、
進士題名碑で、1442年から300年間行われて
きた科挙試験の合格者1304人の名前と出身地
が刻まれています。2010年、ユネスコの世界
の記憶に選定されました。
　次は一柱寺です。このお寺は1049年に建立
されたものです。1954年、フランス軍がベト
ナムから撤退する前に建物を完全に損壊して
しまいましたが、1955年、元のデザインどお
りに再建したものです。蓮の花の形状をして
いることが、このお寺の特徴です。
　３番目に皆さんを連れていきたいのはタン
ロン遺跡です。1010年から、ほぼ一貫して、
ベトナム諸王朝がここに都を置いたため、各
時代の遺跡が重なっているのが特徴です。
2010年ユネスコの世界文化遺産に指定されて
います。
　最後が、ハノイ旧市街で、ハノイ36区どお
りと呼ばれています。昔、ハノイ近辺の職人
達がこの町に集まって、それぞれの区で一つ
の商品を作ったり、売ったりしているのが特
徴です。　
　次にハノイの市場を紹介します。まず、ク
アン・アン市場で、ここは花の市場で、朝２
時から10時までが一番賑やかな時間です。特
別な期間は夜10時から翌日の朝４時まで開か
れています。次がロンビエン市場で、1992年
から運営を開始し、果物と野菜を売っていま

す。朝１時から10時まで開かれています。
　ベトナム全土は三つのエリアに分かれてお
り、それぞれのエリアは文化や気候の特徴が
あります。食べ物の味も違います。北部の料
理は辛くもなく、酸っぱくもなく、また甘く
もなくさっぱりした味です。中部は、味が濃
くて、辛いし酸っぱいです。南部は、中国、
カンボジア、タイからの影響があり、甘くて
辛い味です。
　ハノイの主な料理は、まず、朝よく食べる
フォーで、フォ－・ガーとフォー・ボーの２
種類があります。ブンチャーはビーフンと
ハーブ、焼き肉が入った、とてもシンプルな
食べ物ですが、ナンプラーやその他の調味料
で作られた出汁が欠かせません。
　ハノイで最も有名な飲み物を紹介します。
昔は、お金持ちしかコーヒーが飲めませんで
した。その後、一般的な飲み物となってきま
したが、1946年、コーヒーに入れるコンデン
スミルクが不足したため、あるシェフが卵を
入れてみました。あらかじめ温めておいた
コーヒーカップにコーヒーを半分ぐらい入れ
て、その上から卵液を静かに流し込んでいく
と、コーヒーと混ざらず２層になったエッグ
コーヒーが出来上がります。ミルク、砂糖を
入れて飲みます。
　これで、私の話を終わります。ご静聴あり
がとうございます。

10月２日

９月18日
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88.24％
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　岡﨑親睦委員長、ゴルフ大会
の初優勝おめでとうございます。トロフィー
に名前がつけられ、日ごろの頑張りが報われ
ましたネ、おめでとう。米山奨学生、レ・
ティ・フィエンちゃん、本日は卓話ありがと
うございました。　　　
 ● 岡本淳一　業務連絡です。10月１日よりタ
クシー代が消費税２％分値上がりしました。
また、ポイントカードも９月末日をもってサ
ービス終了しました。誠にスミマセン！シル
バー10％割引は引き続き行いますので、今後
もご利用よろしくお願いします。
 ● 山村一正　ちょっとあの、新聞に、その、
ニコニコへお願いします。
 ● 福岡満喜子　新規会員見込み紹介キャンペ
ーンの用紙をレターボックスに入れさせてい
ただきました。よろしくお願いいたします。
 ● 中平真理子　10月９日から台湾の建国記念
日（双十節）の祝賀会参加のため、創立夜間
例会、欠席になりました。
 ● 永光男　日曜日クラブゴルフコンペ３位
入賞。全額ニコニコに。女性６名とプレイ
（１人３人分）お世話に疲れた。
 ● 岡﨑勇樹　９月29日、今年度第１回親睦ゴ
ルフ大会では、予報は雨でしたが、当日まさ
かの真夏日！本当に暑かったです。たくさん
の方に来ていただき楽しいプレーができまし
た。ちなみに優勝しちゃいました。空気読め
なくてすみません。誕生日祝いありがとうご
ざいます。46歳になります。これからもよろ
しくお願いします！
 ● 土居祐三　誕生日と結婚記念日のお礼です。
誕生日を家で祝ってくれるのも嫁さんだけに
なりました。息子はしらんぷり。娘２人は東
京からメールをくれました。嬉しい。例会し
ばらく休んですみません。珍しく現場に出て

るもんで欠席続きです。今日は雨で現場休み
で例会出席。もうすぐ現場終わります。
 ● 浦田健治　誕生日祝いありがとうございま
す。これから１年１年元気で過ごせますよう
に。
 ● 松本隆之　誕生日プレゼントありがとうご
ざいます。
 ● 石川　健　誕生日を祝っていただきありが
とうございました。阪神タイガースが６連勝
してクライマックスシリーズ進出。日本一も
見えてきました。バンザイ
 ● 松井洋介　本日、10月６日が誕生日の家内
のお祝いを頂きました。ありがとうございま
した。これからも夫婦で仲良く頑張っていき
ます。
 ● 北村　裕　結婚記念日、入会記念日お祝い
ありがとうございます。古女房とは今月で40
周年となりました。金婚式までもう少しです。
 ● 前田　博　家庭記念日ありがとうございま
す。
 ● 沖　卓史　家庭記念の品ありがとうござい
ました。本当にすっかり忘れていました。
 ● 西村美香　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。結婚８周年、２人でデート気分
で人間ドックに行こうと思ってます。
 ● 窪田満里子　結婚記念日ありがとうござい
ました。忘れていました。お祝いをしないと
ね。
 ● 近森範久　24回目の結婚記念品ありがとう
ございました。この１年も家族奉仕に努めま
す。
 ● 中西克行　結婚記念日をお祝いありがとう
ございます。
 ● 西内俊介　入会祝いありがとうございます。
早いもので５年たちました。楽しい５年間で
した。今後ともよろしくお願いいたします。
 ● ゴルフメンバー一同　９月29日、第１回親
睦ゴルフ大会で、わざとショートホールを外
してくれた方からいただいた分をニコニコへ。
 ● 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。
◇遅刻・早退　１件

「米山記念奨学生報告」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・ティ・フィエン さん

2019年９月27日㈮　於：ザ クラウンパレス新阪急高知

長期交換留学生ウェルカムパーティー

2019年９月29日㈰　於：パシフィックゴルフクラブ

親睦ゴルフ大会


