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本日　１月27日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「高知弁護士会の会長になって」

職業奉仕委員会 委員長 松本　隆之 会員

次週　２月３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」

市川　哲司 会員

第2479回　例会報告／令和３年１月13日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、明けましてお
めでとうございます。お
久しぶりです。約１ヵ月、
３回の例会を取り消しま
した。再開させて果たし
て皆さん集まれるかどう

か、ちょっと心配をしておりましてけれども、
県の方針が功を奏して、感染者数が１桁台に
収まっているということで、予定通りお集ま
りいただけました。
　楽しみにしていた忘年夜間例会が中止にな
ったのは、非常に残念でした。しかし今、世
の中で情緒的な言葉では語られたくないほど
のご苦労をされてる方がいらっしゃるという
ことを思うと、こうして皆さんと再会できる
ことに目を向けて、犠牲を払いながらコロナ
禍に立ち向かってる方々の労苦をねぎらい、
また感謝したいと思います。
　このようなとき、ロータリアンとしてどの
ような行動をすべきでしょうか。こじつけに
なるかも知れませんが、四つのテストに照ら
して少し考えてみました。
　まず一つ、真実かどうか。これはまさに、
正しい情報に基づいた行動をとらなければな
らないということだろうと思います。そして
冷静に行動したいと思います。

　続いて、みんなに公平かということですが、
今、地方自治体や政府が行っている対策、緊
急的で即効性のあるものに目を向けています
ので、末端では不公平感があるのは致し方な
いかも知れません。自分の周りの方々のコロ
ナ禍の影響も、非常に一人一人違っているよ
うに思います。今は努めて公平にする、その
心掛けがまずは大事じゃないかなと思います。
　続いて、好意と友情を深めるか、皆のため
になるかどうか。今日の例会もですが、連帯
を意識して好意と友情を深める機会となる筈
です。一方でロータリアンの義務である例会
への出席はＲＩもその縛りを緩めています。
つまり、まずは会員の健康が最優先であると
いうことにほかなりません。このような柔軟
な対応も、皆のためになるかどうかの実践で
あると言えるのではないでしょうか。
　この四つのテストを読み解いているとき、
短い文章ですが英文を見て、今更ながら気づ
いたことがあります。一つ目と二つ目は、it 
is で始まって、三つ目と四つ目は、will it で
始まっているということです。今後、英語の
詳しい方にいろいろご教示いただこうかなと
思いました。以上で会長挨拶といたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇浦田健治会長ノミニーより幹事ノミニー紹介
　皆さん　明けましておめでとうございます。
次々期の会長・次期の副会長にご指名いただ
きまして本当にありがとうございました。忘
年夜会例会でご披露するつもりでしたけれど
も、イレギュラーになりましたが、今日、私
の相棒になっていただく方を発表いたします。
鬼田知明さんです。
◇鬼田知明幹事ノミニー挨拶

　この度、次々期幹
事を拝命しました鬼
田でございます。諸
先輩方のご指導そし
てご協力をいただき
ながら東クラブの運

営に尽力してまいりたいと思います。
　いつかはこの日が来るのかなあというふう
に思っておりまして、浦田さんから声をかけ
ていただいたときに、ロータリーには断る理
由がないという諸先輩方からのお言葉、これ
がそうなんだなということで、責任を感じて
おります。皆さまどうぞよろしくお願いした
いと思います。
◇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。

◇１月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介
•配偶者誕生日
　中西　祥子　　五百蔵博子　　西森　美和
　水谷明日香　　岡本　千春
•家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　市川　哲司
•入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　𠮷永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル104円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
◇ガバナー事務所より
　地区大会を例年通常どおり開催することは
困難と判断し、大会には各クラブから４名の
出席で、規模縮小で開催する。５月14日の記
念ゴルフ大会は従来どおり開催予定。

◇出席率報告

　　

•竹村克彦　あけましておめでとうございま
す。
•石川　健　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いします。東Ｒ
Ｃゴルフコンペを2021年２月７日に土佐カン
トリークラブで開催します。コロナ感染者が
続いて出ておりますが、体力向上してコロナ
に打ち勝ちましょう。多数の参加をお待ちし
ております。
•早瀬源慶　年賀欠礼。寒中お見舞い申し上
げます。
•松井洋介　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。記念品を頂くまで、自分の誕生日
が来るのを忘れていました。本年もよろしく
お願いいたします。
•鬼田知明　バースデー祝いのお礼。本年も
よろしくお願いいたします。
•広瀬雅彦　47回目の誕生日となりました。
お祝いありがとうございます。
•山村一正　お誕生日記念ありがとうござい
ます。
•岡本淳一　家内の誕生祝いのお礼とフィエ
ンちゃんの卓話良かったです。米山奨学生も
今年の３月で終わりです。寂しくなります。
３月まであと少し勉学に励んでください。
•西森良文　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。日頃の労に感謝し、コロナの今、ゆ
っくりと祝いたいと思います。
•水谷直人　配偶者祝い。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま

す。年末はお騒がせしました。私はいたって
元気です。
•松﨑郷輔　家庭記念品ありがとうございま
す。
•髙橋卓弥　家庭記念祝いありがとうござい
ました。14年目、今年は妻孝行したいと思い
ます。
•岡本裕史　結婚記念日教えていただきまし
てありがとうございます。ちょうど30年です。
一緒に住んだのが16年、単身赴任が14年です。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。11年目に突入です！
•𠮷永光男　入会記念品お礼。
•寺村　勉　入会記念ありがとうございまし
た。入会したときは40歳。まだ高知商工会議
所青年部の現役でした。この23年間、多くの
ロータリアンの皆さんによくしていただいて、
ホントに感謝です。これからもよろしくお願
いします。
•前川美智子　１月の入会記念品ありがとう
ございます。懐かしい入会時のことを思い出
しました。これからもよろしくお願いいたし
ます。
•福岡満喜子　中平さん、前川さんと一緒に
入会して19年。楽しく過ごしているうちに、
そんなになりました。これからもよろしくお
願いいたします。
•佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ちょうど入会20年になりました。残り10年は
頑張ります。
•土居祐三　あけましておめでとうございま
す。入会記念ありがとうございます。10数年
になるかと思います。年末年始にかけて「筆
ぐるめ」のソフトがおかしくなりました。年
賀状、訳分からなくなりました。失礼があっ
たらお許しください。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

（シンチャオ）、「ありがとう」は、Caｍ on ban
（チャムンバン）、「すみませんとごめんなさ
い」に該当するのは、Xin Ioi（シンロイ）で
す。
　ベトナムの通貨の単位はドンです。ベトナ
ムのお金は全部紙幣で、500ドンから50万ド
ンまで10種類あります。片面はホーチミンさ
んで、もう片面は、歴史、建築、産業、景色
や史跡に関連する多くの絵柄が描かれていま
す。
　ベトナムの衣装はアオザイです。男性のア
オザイもありますが、結婚式以外はめったに
着ません。ベトナムの女性は、会社設立記念
日などさまざまなイベントで着用します。ア
オザイはシフォンやシルクなどで作られます。
アオザイは、高校生と先生の制服ですが、高
校生は平日着るのが不便なので、１週間のう
ち月曜日だけに着ます。ベトナムでは赤い色
はおめでたい色とされており、婚約と結婚式
で花嫁は赤いアオザイを着ます。
　ベトナムは多様な料理の歴史と文化を持っ
ています。気候の特徴などにより味もエリア
によって違っています。北部の料理は辛くな
く、酸っぱくなく、甘すぎなくてさっぱりし
た味です。中部の料理は辛くて、酸っぱいで
す。南部の料理は、中国、カンボジア及びタ
イからの影響があるので、甘くてちょっと辛
いです。
　ハノイの食べ物を紹介したいと思います。
まずはバインミーです。日本語のパンという
意味です。一般的にパンにパテを塗り、野
菜、ハーブ類、肉などを挟み、魚醤などのソ
ースを振りかけます。
　次にフォーです。フォーは1930年代からハ
ノイの住民たちの日常的な食べ物になりまし
た。種類が二つあります。牛肉のフォーとチ
キンのフォーです。ハノイとホーチミンのス
タイルは、麺の幅、スープの甘さ、ハーブの
選択によって異なります。朝よく食べられて
います。
　３番は、ブンチャーです。ブンチャーはシ
ンプルな食べ物です。ビーフンとハムと焼き
肉があります。ナンプラーとその他の調味料
からつくられたダシがブンチャーには欠かせ
ない味です。特徴として熟していないパパイ

ヤと人参で使った漬物が添えられます。
　４番目は　バインクオンです。お米の粉か
ら作った薄っぺらなライスペーパーに、肉な
どを包んだものです。温かいものでも冷たい
ものでもおいしいです。
　来月は、ベトナムの正月です。ここで食べ
る料理を一つ紹介します。バインチュンです。
もち米で作った皮に青い豆と豚肉が入ってい
て、特別な葉のラドンで包み、13から17時間
くらい蒸したものです。
　次に私の研究を紹介したいと思います。私
の研究のテーマは農村地域での帰還移民の影
響を特定することです。方法は二つあり、定
性的方法と定量的方法です。調査を完了する
には、五つのステップがあります。
　１番のステップはアイデアの作成。２番の
ステップは、データの収集です。定量的方法
では、村の300人のアンケート調査。定性的
方法は、村で移住経験のある20人に、２、３
時間の直接インタビューをします。３番のス
テップは、データの分析。４番のステップは
学術記事を書きます。概要、導入、理論的枠
組、方法論、結果、そして議論です。これは
国際的な学術誌に掲載されました。
　最後に、ロータリー奨学生になって、私は
主に英語で研究やレポートなどをしていて、
日本語でコミュニケーションをとる機会はあ
まりありません。ロータリアンになることで、
日本語を勉強するようになりましたし、さま
ざまな国から来た友達から多くのことを学び
ました。とても嬉しいです。

◇会長コメント
　フィエンさんどうもありがとうございまし
た。工科大学は基本的に研究においでた方々
は、日本語を喋らないということで、学校の
先生からは米山奨学生になることによって、
日本語で発表するという機会を得て、非常に
学生たちには刺激になっていると、感謝され
ることが多くあります。
　ということで、フィエンさんも、だいぶ日
本語で発表が上手になった、このレベルとい
うご理解をいただいた上での今日のお話でし
た。どうもありがとうございました。

　皆さん、明けましておめでとうございます。
　私は高知工科大学博士３年生で、今年３月
に卒業します。日本に勉強しに来たのは今回
が２回目です。ベトナムの首都ハノイから来
ました。私の家族は５人。両親は今、引退し
ています。１番上の姉が公務員、２番目の姉
はジャーナリストです。私の趣味は旅行と料
理です。時間があるとき友達と先生のために

ベトナム料理を作ることがあります。
　ベトナムはＳ字形の国です。国土の４分の
３は山岳地帯で、総面積は33万㎢以上。人口
は9,600万人以上。首都はハノイで、ハノイ
の総面積は3,000㎢以上、人口は800万人以上
です。ベトナム語で使うアルファベットは29
文字、オリジナル文字は７文字です。日本語
の「こんにちは」はベトナム語で Xin chao
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•西森良文　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。日頃の労に感謝し、コロナの今、ゆ
っくりと祝いたいと思います。
•水谷直人　配偶者祝い。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま

す。年末はお騒がせしました。私はいたって
元気です。
•松﨑郷輔　家庭記念品ありがとうございま
す。
•髙橋卓弥　家庭記念祝いありがとうござい
ました。14年目、今年は妻孝行したいと思い
ます。
•岡本裕史　結婚記念日教えていただきまし
てありがとうございます。ちょうど30年です。
一緒に住んだのが16年、単身赴任が14年です。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。11年目に突入です！
•𠮷永光男　入会記念品お礼。
•寺村　勉　入会記念ありがとうございまし
た。入会したときは40歳。まだ高知商工会議
所青年部の現役でした。この23年間、多くの
ロータリアンの皆さんによくしていただいて、
ホントに感謝です。これからもよろしくお願
いします。
•前川美智子　１月の入会記念品ありがとう
ございます。懐かしい入会時のことを思い出
しました。これからもよろしくお願いいたし
ます。
•福岡満喜子　中平さん、前川さんと一緒に
入会して19年。楽しく過ごしているうちに、
そんなになりました。これからもよろしくお
願いいたします。
•佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ちょうど入会20年になりました。残り10年は
頑張ります。
•土居祐三　あけましておめでとうございま
す。入会記念ありがとうございます。10数年
になるかと思います。年末年始にかけて「筆
ぐるめ」のソフトがおかしくなりました。年
賀状、訳分からなくなりました。失礼があっ
たらお許しください。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

（シンチャオ）、「ありがとう」は、Caｍ on ban
（チャムンバン）、「すみませんとごめんなさ
い」に該当するのは、Xin Ioi（シンロイ）で
す。
　ベトナムの通貨の単位はドンです。ベトナ
ムのお金は全部紙幣で、500ドンから50万ド
ンまで10種類あります。片面はホーチミンさ
んで、もう片面は、歴史、建築、産業、景色
や史跡に関連する多くの絵柄が描かれていま
す。
　ベトナムの衣装はアオザイです。男性のア
オザイもありますが、結婚式以外はめったに
着ません。ベトナムの女性は、会社設立記念
日などさまざまなイベントで着用します。ア
オザイはシフォンやシルクなどで作られます。
アオザイは、高校生と先生の制服ですが、高
校生は平日着るのが不便なので、１週間のう
ち月曜日だけに着ます。ベトナムでは赤い色
はおめでたい色とされており、婚約と結婚式
で花嫁は赤いアオザイを着ます。
　ベトナムは多様な料理の歴史と文化を持っ
ています。気候の特徴などにより味もエリア
によって違っています。北部の料理は辛くな
く、酸っぱくなく、甘すぎなくてさっぱりし
た味です。中部の料理は辛くて、酸っぱいで
す。南部の料理は、中国、カンボジア及びタ
イからの影響があるので、甘くてちょっと辛
いです。
　ハノイの食べ物を紹介したいと思います。
まずはバインミーです。日本語のパンという
意味です。一般的にパンにパテを塗り、野
菜、ハーブ類、肉などを挟み、魚醤などのソ
ースを振りかけます。
　次にフォーです。フォーは1930年代からハ
ノイの住民たちの日常的な食べ物になりまし
た。種類が二つあります。牛肉のフォーとチ
キンのフォーです。ハノイとホーチミンのス
タイルは、麺の幅、スープの甘さ、ハーブの
選択によって異なります。朝よく食べられて
います。
　３番は、ブンチャーです。ブンチャーはシ
ンプルな食べ物です。ビーフンとハムと焼き
肉があります。ナンプラーとその他の調味料
からつくられたダシがブンチャーには欠かせ
ない味です。特徴として熟していないパパイ

ヤと人参で使った漬物が添えられます。
　４番目は　バインクオンです。お米の粉か
ら作った薄っぺらなライスペーパーに、肉な
どを包んだものです。温かいものでも冷たい
ものでもおいしいです。
　来月は、ベトナムの正月です。ここで食べ
る料理を一つ紹介します。バインチュンです。
もち米で作った皮に青い豆と豚肉が入ってい
て、特別な葉のラドンで包み、13から17時間
くらい蒸したものです。
　次に私の研究を紹介したいと思います。私
の研究のテーマは農村地域での帰還移民の影
響を特定することです。方法は二つあり、定
性的方法と定量的方法です。調査を完了する
には、五つのステップがあります。
　１番のステップはアイデアの作成。２番の
ステップは、データの収集です。定量的方法
では、村の300人のアンケート調査。定性的
方法は、村で移住経験のある20人に、２、３
時間の直接インタビューをします。３番のス
テップは、データの分析。４番のステップは
学術記事を書きます。概要、導入、理論的枠
組、方法論、結果、そして議論です。これは
国際的な学術誌に掲載されました。
　最後に、ロータリー奨学生になって、私は
主に英語で研究やレポートなどをしていて、
日本語でコミュニケーションをとる機会はあ
まりありません。ロータリアンになることで、
日本語を勉強するようになりましたし、さま
ざまな国から来た友達から多くのことを学び
ました。とても嬉しいです。

◇会長コメント
　フィエンさんどうもありがとうございまし
た。工科大学は基本的に研究においでた方々
は、日本語を喋らないということで、学校の
先生からは米山奨学生になることによって、
日本語で発表するという機会を得て、非常に
学生たちには刺激になっていると、感謝され
ることが多くあります。
　ということで、フィエンさんも、だいぶ日
本語で発表が上手になった、このレベルとい
うご理解をいただいた上での今日のお話でし
た。どうもありがとうございました。

「自分と母国紹介」

◇ゲストスピーチ 米山記念奨学生  レ・テイ・フィエン さん

　皆さん、明けましておめでとうございます。
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に卒業します。日本に勉強しに来たのは今回
が２回目です。ベトナムの首都ハノイから来
ました。私の家族は５人。両親は今、引退し
ています。１番上の姉が公務員、２番目の姉
はジャーナリストです。私の趣味は旅行と料
理です。時間があるとき友達と先生のために

ベトナム料理を作ることがあります。
　ベトナムはＳ字形の国です。国土の４分の
３は山岳地帯で、総面積は33万㎢以上。人口
は9,600万人以上。首都はハノイで、ハノイ
の総面積は3,000㎢以上、人口は800万人以上
です。ベトナム語で使うアルファベットは29
文字、オリジナル文字は７文字です。日本語
の「こんにちは」はベトナム語で Xin chao



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶
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めでとうございます。お
久しぶりです。約１ヵ月、
３回の例会を取り消しま
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か、ちょっと心配をしておりましてけれども、
県の方針が功を奏して、感染者数が１桁台に
収まっているということで、予定通りお集ま
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　このようなとき、ロータリアンとしてどの
ような行動をすべきでしょうか。こじつけに
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つまり、まずは会員の健康が最優先であると
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◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
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学生たちには刺激になっていると、感謝され
ることが多くあります。
　ということで、フィエンさんも、だいぶ日
本語で発表が上手になった、このレベルとい
うご理解をいただいた上での今日のお話でし
た。どうもありがとうございました。

　皆さん、明けましておめでとうございます。
　私は高知工科大学博士３年生で、今年３月
に卒業します。日本に勉強しに来たのは今回
が２回目です。ベトナムの首都ハノイから来
ました。私の家族は５人。両親は今、引退し
ています。１番上の姉が公務員、２番目の姉
はジャーナリストです。私の趣味は旅行と料
理です。時間があるとき友達と先生のために

ベトナム料理を作ることがあります。
　ベトナムはＳ字形の国です。国土の４分の
３は山岳地帯で、総面積は33万㎢以上。人口
は9,600万人以上。首都はハノイで、ハノイ
の総面積は3,000㎢以上、人口は800万人以上
です。ベトナム語で使うアルファベットは29
文字、オリジナル文字は７文字です。日本語
の「こんにちは」はベトナム語で Xin chao



◇ロータリーソング
  「君が代」
  「四つのテスト」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、明けましてお
めでとうございます。お
久しぶりです。約１ヵ月、
３回の例会を取り消しま
した。再開させて果たし
て皆さん集まれるかどう

か、ちょっと心配をしておりましてけれども、
県の方針が功を奏して、感染者数が１桁台に
収まっているということで、予定通りお集ま
りいただけました。
　楽しみにしていた忘年夜間例会が中止にな
ったのは、非常に残念でした。しかし今、世
の中で情緒的な言葉では語られたくないほど
のご苦労をされてる方がいらっしゃるという
ことを思うと、こうして皆さんと再会できる
ことに目を向けて、犠牲を払いながらコロナ
禍に立ち向かってる方々の労苦をねぎらい、
また感謝したいと思います。
　このようなとき、ロータリアンとしてどの
ような行動をすべきでしょうか。こじつけに
なるかも知れませんが、四つのテストに照ら
して少し考えてみました。
　まず一つ、真実かどうか。これはまさに、
正しい情報に基づいた行動をとらなければな
らないということだろうと思います。そして
冷静に行動したいと思います。

　続いて、みんなに公平かということですが、
今、地方自治体や政府が行っている対策、緊
急的で即効性のあるものに目を向けています
ので、末端では不公平感があるのは致し方な
いかも知れません。自分の周りの方々のコロ
ナ禍の影響も、非常に一人一人違っているよ
うに思います。今は努めて公平にする、その
心掛けがまずは大事じゃないかなと思います。
　続いて、好意と友情を深めるか、皆のため
になるかどうか。今日の例会もですが、連帯
を意識して好意と友情を深める機会となる筈
です。一方でロータリアンの義務である例会
への出席はＲＩもその縛りを緩めています。
つまり、まずは会員の健康が最優先であると
いうことにほかなりません。このような柔軟
な対応も、皆のためになるかどうかの実践で
あると言えるのではないでしょうか。
　この四つのテストを読み解いているとき、
短い文章ですが英文を見て、今更ながら気づ
いたことがあります。一つ目と二つ目は、it 
is で始まって、三つ目と四つ目は、will it で
始まっているということです。今後、英語の
詳しい方にいろいろご教示いただこうかなと
思いました。以上で会長挨拶といたします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇来訪ロータリアン及びお客さま
　米山記念奨学生　レ・ティ・フィエンさん
◇浦田健治会長ノミニーより幹事ノミニー紹介
　皆さん　明けましておめでとうございます。
次々期の会長・次期の副会長にご指名いただ
きまして本当にありがとうございました。忘
年夜会例会でご披露するつもりでしたけれど
も、イレギュラーになりましたが、今日、私
の相棒になっていただく方を発表いたします。
鬼田知明さんです。
◇鬼田知明幹事ノミニー挨拶

　この度、次々期幹
事を拝命しました鬼
田でございます。諸
先輩方のご指導そし
てご協力をいただき
ながら東クラブの運

営に尽力してまいりたいと思います。
　いつかはこの日が来るのかなあというふう
に思っておりまして、浦田さんから声をかけ
ていただいたときに、ロータリーには断る理
由がないという諸先輩方からのお言葉、これ
がそうなんだなということで、責任を感じて
おります。皆さまどうぞよろしくお願いした
いと思います。
◇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。

◇１月の会員祝日（敬称略）
•会員誕生日
　広瀬　雅彦
　山村　一正
　鬼田　知明
　猿田　隆夫
　松井　洋介
•配偶者誕生日
　中西　祥子　　五百蔵博子　　西森　美和
　水谷明日香　　岡本　千春
•家庭記念日
　岡本　裕史　　髙橋　卓弥　　松﨑　郷輔
　市川　哲司
•入会記念日
　永野　正将　　佐野　博三　　𠮷永　光男
　福岡満喜子　　前川美智子　　土居　祐三
　寺村　　勉
◇幹　事　報　告
・１月のロータリーレートは１ドル104円です。
・本日例会終了後、理事会を行います。
◇ガバナー事務所より
　地区大会を例年通常どおり開催することは
困難と判断し、大会には各クラブから４名の
出席で、規模縮小で開催する。５月14日の記
念ゴルフ大会は従来どおり開催予定。

◇出席率報告

　　

•竹村克彦　あけましておめでとうございま
す。
•石川　健　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いします。東Ｒ
Ｃゴルフコンペを2021年２月７日に土佐カン
トリークラブで開催します。コロナ感染者が
続いて出ておりますが、体力向上してコロナ
に打ち勝ちましょう。多数の参加をお待ちし
ております。
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念ゴルフ大会は従来どおり開催予定。

◇出席率報告

　　

•竹村克彦　あけましておめでとうございま
す。
•石川　健　新年あけましておめでとうござ
います。今年もよろしくお願いします。東Ｒ
Ｃゴルフコンペを2021年２月７日に土佐カン
トリークラブで開催します。コロナ感染者が
続いて出ておりますが、体力向上してコロナ
に打ち勝ちましょう。多数の参加をお待ちし
ております。
•早瀬源慶　年賀欠礼。寒中お見舞い申し上
げます。
•松井洋介　誕生祝いを頂きありがとうござ
いました。記念品を頂くまで、自分の誕生日
が来るのを忘れていました。本年もよろしく
お願いいたします。
•鬼田知明　バースデー祝いのお礼。本年も
よろしくお願いいたします。
•広瀬雅彦　47回目の誕生日となりました。
お祝いありがとうございます。
•山村一正　お誕生日記念ありがとうござい
ます。
•岡本淳一　家内の誕生祝いのお礼とフィエ
ンちゃんの卓話良かったです。米山奨学生も
今年の３月で終わりです。寂しくなります。
３月まであと少し勉学に励んでください。
•西森良文　妻の誕生祝いありがとうござい
ました。日頃の労に感謝し、コロナの今、ゆ
っくりと祝いたいと思います。
•水谷直人　配偶者祝い。
•市川哲司　結婚記念品ありがとうございま

す。年末はお騒がせしました。私はいたって
元気です。
•松﨑郷輔　家庭記念品ありがとうございま
す。
•髙橋卓弥　家庭記念祝いありがとうござい
ました。14年目、今年は妻孝行したいと思い
ます。
•岡本裕史　結婚記念日教えていただきまし
てありがとうございます。ちょうど30年です。
一緒に住んだのが16年、単身赴任が14年です。
•永野正将　入会記念品ありがとうございま
す。11年目に突入です！
•𠮷永光男　入会記念品お礼。
•寺村　勉　入会記念ありがとうございまし
た。入会したときは40歳。まだ高知商工会議
所青年部の現役でした。この23年間、多くの
ロータリアンの皆さんによくしていただいて、
ホントに感謝です。これからもよろしくお願
いします。
•前川美智子　１月の入会記念品ありがとう
ございます。懐かしい入会時のことを思い出
しました。これからもよろしくお願いいたし
ます。
•福岡満喜子　中平さん、前川さんと一緒に
入会して19年。楽しく過ごしているうちに、
そんなになりました。これからもよろしくお
願いいたします。
•佐野博三　入会記念ありがとうございます。
ちょうど入会20年になりました。残り10年は
頑張ります。
•土居祐三　あけましておめでとうございま
す。入会記念ありがとうございます。10数年
になるかと思います。年末年始にかけて「筆
ぐるめ」のソフトがおかしくなりました。年
賀状、訳分からなくなりました。失礼があっ
たらお許しください。　　
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもお世話
になり、ありがとうございます。

（シンチャオ）、「ありがとう」は、Caｍ on ban
（チャムンバン）、「すみませんとごめんなさ
い」に該当するのは、Xin Ioi（シンロイ）で
す。
　ベトナムの通貨の単位はドンです。ベトナ
ムのお金は全部紙幣で、500ドンから50万ド
ンまで10種類あります。片面はホーチミンさ
んで、もう片面は、歴史、建築、産業、景色
や史跡に関連する多くの絵柄が描かれていま
す。
　ベトナムの衣装はアオザイです。男性のア
オザイもありますが、結婚式以外はめったに
着ません。ベトナムの女性は、会社設立記念
日などさまざまなイベントで着用します。ア
オザイはシフォンやシルクなどで作られます。
アオザイは、高校生と先生の制服ですが、高
校生は平日着るのが不便なので、１週間のう
ち月曜日だけに着ます。ベトナムでは赤い色
はおめでたい色とされており、婚約と結婚式
で花嫁は赤いアオザイを着ます。
　ベトナムは多様な料理の歴史と文化を持っ
ています。気候の特徴などにより味もエリア
によって違っています。北部の料理は辛くな
く、酸っぱくなく、甘すぎなくてさっぱりし
た味です。中部の料理は辛くて、酸っぱいで
す。南部の料理は、中国、カンボジア及びタ
イからの影響があるので、甘くてちょっと辛
いです。
　ハノイの食べ物を紹介したいと思います。
まずはバインミーです。日本語のパンという
意味です。一般的にパンにパテを塗り、野
菜、ハーブ類、肉などを挟み、魚醤などのソ
ースを振りかけます。
　次にフォーです。フォーは1930年代からハ
ノイの住民たちの日常的な食べ物になりまし
た。種類が二つあります。牛肉のフォーとチ
キンのフォーです。ハノイとホーチミンのス
タイルは、麺の幅、スープの甘さ、ハーブの
選択によって異なります。朝よく食べられて
います。
　３番は、ブンチャーです。ブンチャーはシ
ンプルな食べ物です。ビーフンとハムと焼き
肉があります。ナンプラーとその他の調味料
からつくられたダシがブンチャーには欠かせ
ない味です。特徴として熟していないパパイ

ヤと人参で使った漬物が添えられます。
　４番目は　バインクオンです。お米の粉か
ら作った薄っぺらなライスペーパーに、肉な
どを包んだものです。温かいものでも冷たい
ものでもおいしいです。
　来月は、ベトナムの正月です。ここで食べ
る料理を一つ紹介します。バインチュンです。
もち米で作った皮に青い豆と豚肉が入ってい
て、特別な葉のラドンで包み、13から17時間
くらい蒸したものです。
　次に私の研究を紹介したいと思います。私
の研究のテーマは農村地域での帰還移民の影
響を特定することです。方法は二つあり、定
性的方法と定量的方法です。調査を完了する
には、五つのステップがあります。
　１番のステップはアイデアの作成。２番の
ステップは、データの収集です。定量的方法
では、村の300人のアンケート調査。定性的
方法は、村で移住経験のある20人に、２、３
時間の直接インタビューをします。３番のス
テップは、データの分析。４番のステップは
学術記事を書きます。概要、導入、理論的枠
組、方法論、結果、そして議論です。これは
国際的な学術誌に掲載されました。
　最後に、ロータリー奨学生になって、私は
主に英語で研究やレポートなどをしていて、
日本語でコミュニケーションをとる機会はあ
まりありません。ロータリアンになることで、
日本語を勉強するようになりましたし、さま
ざまな国から来た友達から多くのことを学び
ました。とても嬉しいです。

◇会長コメント
　フィエンさんどうもありがとうございまし
た。工科大学は基本的に研究においでた方々
は、日本語を喋らないということで、学校の
先生からは米山奨学生になることによって、
日本語で発表するという機会を得て、非常に
学生たちには刺激になっていると、感謝され
ることが多くあります。
　ということで、フィエンさんも、だいぶ日
本語で発表が上手になった、このレベルとい
うご理解をいただいた上での今日のお話でし
た。どうもありがとうございました。

　皆さん、明けましておめでとうございます。
　私は高知工科大学博士３年生で、今年３月
に卒業します。日本に勉強しに来たのは今回
が２回目です。ベトナムの首都ハノイから来
ました。私の家族は５人。両親は今、引退し
ています。１番上の姉が公務員、２番目の姉
はジャーナリストです。私の趣味は旅行と料
理です。時間があるとき友達と先生のために

ベトナム料理を作ることがあります。
　ベトナムはＳ字形の国です。国土の４分の
３は山岳地帯で、総面積は33万㎢以上。人口
は9,600万人以上。首都はハノイで、ハノイ
の総面積は3,000㎢以上、人口は800万人以上
です。ベトナム語で使うアルファベットは29
文字、オリジナル文字は７文字です。日本語
の「こんにちは」はベトナム語で Xin chao

　昨年の11月、久しぶりに加賀の山中温泉を
訪れた。朝、ＡＮＡ便で大阪に入り、特急サ
ンダーバードで加賀温泉駅に到着しタクシー
で山中にある山中温泉「胡蝶」に入った。鶴
仙渓と呼ばれる小川に沿って立ち並ぶ旅館の
一角にある。日本的な和風旅館で団体客を入
れない静かな旅館である。温泉は無臭・無色
の余り熱くないきれいなお湯だった。料理も
量も多くなく、まずまずの料理と、家内とも
ども思った。
　時間も十分あったので小さな町を歩き廻った。山中座は広場前にあり、山中芸妓が踊って
山中節四季の舞をはじめ伝統芸能を見せる所である。私は40年位前、金沢のメーカーさんの
招待で２、３回訪れたことがある。昼は片山津ゴルフ倶楽部でプレー、夜は宴会で山中芸者
からお酌を受けて飲み、芸者の踊りも楽しんだ。これが山中温泉の昔から続く楽しみであっ
た。その隣が菊の湯と呼ばれる温泉で松尾芭蕉が訪れたことがあり名湯と絶賛した。1200年
の歴史を持っている。その他、鶴仙渓と呼ばれる小川に沿う遊歩道も歩いた。
　翌朝、社長さんの運転で加賀温泉駅に送っていただいた。帰りの列車の中で、昔訪れた人
情豊かな山中温泉を偲んだ。

北陸  山中温泉「胡蝶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　淑公
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
685,261円
66,050円
751,311円

10,159円
500円

10,659円

695,420円
66,550円
761,970円

チビニコ 合　計

１月13日
今期の累計

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

■高知東ＲＣ当面の日程
２月３日㈬　定例理事会（例会終了後）
２月７日㈰　東ＲＣゴルフコンペ
　　　　　　（土佐カントリークラブ）
２月10日㈬　観梅夜間例会（得月樓）
２月24日㈬　役員会
３月３日㈬　定例理事会
・情報集会
　３月16日㈫～18日㈭　18：30～（得月樓）
　３月17日㈬　12：30～（ザ クラウンパレス）
３月17日㈬　ロータリー休日
３月31日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　１月28日㈭　職場例会
高知北ＲＣ　　２月１日㈪　2月3日に振替
高知中央ＲＣ　２月４日㈭　創立記念夜間例会
高知北ＲＣ　　２月８日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　２月９日㈫　夜間例会
高知ＲＣ　　　２月16日㈫　夜間例会
高知南ＲＣ　　２月18日㈭　夜間例会
高知西ＲＣ　　２月19日㈮　夜間例会
高知北ＲＣ　　２月22日㈪　2月20日に振替
高知南ＲＣ　　２月25日㈭　ロータリー休日


	週報2433-1
	週報2433-2
	週報2433-3
	週報2433-4
	週報2433-5
	週報2433-6

