
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【【【【点点点点    鐘鐘鐘鐘】】】】                                                                山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【例会場例会場例会場例会場】】】】                                                        ホテルモリノホテルモリノホテルモリノホテルモリノ    

【【【【ソングソングソングソング】】】】              佐藤佐藤佐藤佐藤 SAASAASAASAA 委員委員委員委員    

 それでこそロータリー 

 

【【【【ゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジターゲスト・ビジター】】】】           山崎山崎山崎山崎会長会長会長会長    

○大矢 紀様（川崎百合丘 RC） 

【【【【会長報告会長報告会長報告会長報告】】】】                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

1. 米山記念奨学会より、鈴木憲治会員宛て感謝状(文面

は下記のとおり)が届いています。 

｢米山奨学委員長として任期中は米山記念奨学事業に対

し、格別のご協力を賜りましたことを厚くお礼もうあげ

ます。米山記念奨学事業の今日の発展も、偏えに皆様の

ご尽力の賜と深く感謝しております。｣ 

2. 再送第2590地区、地区大会記念チャリティーディナーシ

ョー参加申込みについて 10月4日（火）会費:15,000円 

3. 11-12 年度地区大会 新世代交歓会のご案内について

が届いています。 

4.第 2590 地区 2011 年度米山学友会（横浜・川崎）総会

の開催案内がミアンさん宛て届いています。 

第 932 回例会 9 月 2 日(金) ロータリー財団セミナー委員長会議報告 場所：百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第 933 回例会 9 月 30 日(金) 夜会 場所：美登利寿司 点鐘：18 時 30 分 

 

森曻元会員のご家族より、一周忌のお花のお礼のお電話

がありました。 

 

【【【【幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告】】】】                                                        鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事鈴木豊成幹事    

1.1.1.1. 文書着文書着文書着文書着    

◆川崎中央RC 

  平成23年  9月19日（月）休会 

  平成23年 10月10日（月）休会 

 

◆川崎中原RC 

  平成23年 9月22日（木）休会 

  平成23年 9月29日（木）移動例会 

       点鐘：18時 

       場所：創作中華ダイニング 角鹿 

 

◆川崎多摩RC 

  平成23年 9月22日（木）休会 

  平成23年 9月29日（木）夜間例会 

       点鐘：18時30分 

       場所：柏屋 

 

◆川崎稲生RC 

  平成23年 9月23日（金）休会 

  平成23年 9月30日（金）移動例会 

       点鐘：18時30分 

       場所：多摩市民館4階 会議室 

 

◆横浜田園RC 

  平成23年 9月27日（火）2クラブ合同例会 

       点鐘：18時30分 

       場所：クリスタルジェイド上海ガーデン 

 

 

第 931 回 例会記録 平成 23 年 9月 9 日（金） S.A.A 委員長 梶 俊夫 



    

2.2.2.2.会報会報会報会報のののの受領受領受領受領    

  ・新川崎RC   第 816回〜第 819回 

 

3333....年次報告年次報告年次報告年次報告のののの受領受領受領受領    

 ・川崎幸RC 

 

【【【【出席委員会出席委員会出席委員会出席委員会】】】】                                                        尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長尾作弘委員長    

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 931 回 21 17 4 - 80.95％ 

第 930 回 21 16 5 1 80.95％ 

第 929 回 21 17 4 3 95.24％ 

 

【【【【ニコニコニコニコニコニコニコニコ委員会委員会委員会委員会】】】】                                                        碓井碓井碓井碓井委員委員委員委員    

  第 931回（件数）   合 計 

ニコニコ     16 件       ￥16,000 

●お客様 

 ◇大矢 紀様（川崎百合丘 RC） 

  【来年の年賀切手 50円、53 円に三男髙弓の作品採用さ

れました。】 

●当クラブ 

◇山崎会長【大矢様、ミヤンようこそ】 

◇鈴木豊成幹事【大矢様、ミアンさんいらっしゃいませ!】 

◇碓井会員【ご無沙汰です】 

◇梶会員【お世話様です。外に出ていました。】 

◇鈴木眞一会員【大矢先生ようこそ、ミアンさん卓話

よろしく】 

◇山下会員【残暑厳しいので、お身体気をつけましょ。】 

◇安藤優会員◇安藤則雄会員◇梅澤会員◇尾作弘会員

◇親松会員◇鈴木憲治会員◇長瀬会員◇平澤会員◇森会員 

 
  以上、ご協力ありがとうございます。 

    

【【【【増強増強増強増強委員会委員会委員会委員会】】】】                                                        長瀬長瀬長瀬長瀬委員長委員長委員長委員長    

 勧誘記録簿を次の例会に必ず提出してください。 

   

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム    

【【【【国際奉国際奉国際奉国際奉仕仕仕仕委員会委員会委員会委員会】】】】                                        鈴木眞一委員長鈴木眞一委員長鈴木眞一委員長鈴木眞一委員長    

 20 周年記念事業の一環として、来年 2月にベトナムに

大勢の方が行きますが…ベトナムって?????? 

どこに有るんだろう?どんな国なんだろ?歴史は?政治経済

は？気候は?通貨は?etc. 

これらは本を見たり、インターネットで調べたりすれば、

ある程度わかります。最近は女性の進出も目覚ましく、中

間管理職では月収 7万円、日本の価値に直すと 70万円だ

そうです。国際奉仕委員会は今年度の施策として『ベトナ

ムの子どもたちを支援する』を掲げています。 

 今日はミアンさんに卓話をお願いしました。『ベトナム

の子どもたちの現状』と題して、特に『人が生まれてから、

どんなふうに勉強し、大人になっていくか』を中心に話し

ていいただきます。ミアンさん宜しくお願いします。 

  

皆さん、こんにちは。いつも大変お世話になっております。 

この間、一時帰国させていただき一週間前無事に東京に戻ってき

ました。七ヶ月ぶりに家族に会えてとても良かったです。でも、地

元のフエは非常に暑くて大変でした。 

実家も主人の家族も「鈴木さんをはじめ、会員の皆さんにミアンの

こと、大変お世話になっております。」と言っていました。いつか皆さ

んにフエに来ていただければうれしいですと。その時是非フエ手作り

の家庭料理をご馳走させてくださいとのことです。 

さて、スピーチをはじめさせていただきます。今回のスピーチは

「ベトナムの子どもたちの現状」についてです。人が生まれてから

どんなふうに育てられ、どんなふうに勉強し、大人になっていくの

かを中心に話していきたいと思います。 

「今日の子どもは明日の世界」はベトナムの青少年が大好きな歌

詞、歌の言葉です。世界はよくなっていくのは体調的にも精神的に

も元気な今の子どもたちのおかげでしょう。 

どこの子どもも同じように、生まれて、親、祖父母などの愛情の中

で育てられ、一番最初の道徳教育を受けます。学校に行く年になった

ら先生達から知識教育を受けるだけでなく、品格、道徳指導も受けま

す。子どもを大人に育てるまで最低３つの要素が要るでしょう。それ

は家庭教育、学校教育とその子の自身であることが考えられます。 

ベトナムでは子どもを育てる時母親、父親が子どもに「ありがとう」、

「すみません」などを学んで言ってほしいのがよく見られます。それの

おかげで、将来子どもに正直を導くことができます。それだけでなく、

子どもに独立性を習ってもらうため、子どもを自分で歯磨きさせたり、

子ども自分でご飯を食べさせたりする母親、父親が多く見られます。 



6 歳になったら、小学校 1 年になります。学校で初めて文字、算

数などを教われます。そして文章も学びます。その文章は何かと言

いますと、昔話、歴史的な英雄についての話などです。文章の中か

ら道徳的なレッスンなどが教われます。  

学校教育、家庭教育、社会教育などで教わったことは年代ととも

に増えていきます。18 歳になって、小中高学校で積んできた知識、

スキルで独立に国内か国際大学生活することができます。現在ベト

ナムの教育システムが先進国のようによくなっていくことが好評

なようです。 

もちろん、ベトナムの子どもが学校に通うのは 100 パーセントで

はありません。 

長期間の戦争の後、発展している国であることで、安定的に勉強

できるための学校を作るのにまだまだ難しいです。ほとんど学校を

作るために、父兄の協力が欠けないものです。教師の給料はもちろ

ん政府が払っていますが、一部分は生徒の父兄から協力した分もあ

ります。平均的には生徒一人にいずれの両親の給料の 10 パーセン

トに当たります。そのため、子どもの通学が家族の経済的な状況か

らも影響が与えます。もちろん政府が経済的な困難があっている家

庭や、地域を助けていますが。 

ベトナムの都市と農村地で生活が多く差があります。都市と農村地

での子どもの育てと子どものための教育にも差が多く見られます。 

ベトナムも日本のように、子どもが 6歳になったら、学校へ行か

せますが、何が勉強できるのは家族の経済状況、両親の認識、また

住んでいる都市か農村地によるものです。 

都市で学校での勉強以外はダンス、絵、歌、水泳、音楽、外国語な

どのいろいろなサークルへも行かせます。もちろん、費用の 100％は

両親の負担になります。こういう子どもたちは大きくなったら、いい

勉強環境が選べられますし、より将来の先も明るいと思われます。  

一方、農村にも学校がありますが、交通も教育の性質、勉強の環

境は都市ほどよくないです。農村の学校は都市の学校ほど大きくて

きれいではありません。設備ももちろんそれほどよくないです。問

題なのは農村地の人の収入で、都市の人の収入より安いです。その

ため、子どもの勉強状況に大きく影響が及びます。 

ベトナムの農村で子どもを行かせることはこういう要素によります。 

・両親の子どもに対する教育の大切さへの認識 

・子どもを学校に行かせる両親の収入が足りるかどうか 

・地域の行政機関の教育に対する関心 

との三つの要素です。 

 

 

ところで、大学生のとき、こういうことがありました。農村の子どもた

ちの学校教育状況を考察するため、出身地のフエの北のほうへ行きました。

あそこで７歳ぐらい女の子に会いました。他の子どもが学校へ行っている

時間でしたが、その子は妹を抱いて、村の道で遊んでいました。  

その女の子に聞きました。「学校へ行かないの？」その子は「い

いえ」と答えてくれました。びっくりして、「なぜ？」と。「両親は

仕事でいないです。だから妹を見守ってあげないと」 

理由がわかって、また聞きました。「友達のように学校に通いた

いと思う？」。その子が憧れている目で「うん」と答えました。「な

ぜ学校へ通わせてもらわないの？」と聞いて、その子は暗い顔で、

こう言いました。「もし私が学校へ行ったら、妹の面倒を見る人は

いないため、母の負担になります。そうだったら母が仕事をやめて、

父が一人で仕事をやることになります。それで、収入が足りなくな

るわけです。生活費も足りなかったら、どうやって学校に通わせて

もらいます？」と。 

それを聞いて、自分も悲しく思いました。その子は学校に行かな

いのですが、学生の私にいい勉強をくれました。家族の困難である

ことが分かりますし、自分が学校へ行きたいと思っていますが、家

族のため自分の夢を別とすることは偉いと私はその時思いました。 

その子が学校へ行けない理由は、多分、誰も答えられないと思いますが、そ

の子の姿は今でも思い出せます。 

 すべてのベトナムの子どもたちがよく育てられて、通学できて、立派な人

間になれることは私だけでなく、ベトナムの国民の夢です。どうやってその

夢をかなわせるのか、私なりに少しでも力になりたいです。そして、もし魔

法使いできましたら、ベトナムの都市と農村地のすべての差をなくさせたい

と思います。 

 以上で、まとまらない話でしたが、ご清聴どうもありがとうございました。 

ご質問がございましたら、是非声をおかけください。 

Ｑ．人口は?…7500 万人くらい。 

Ｑ．高い山は?…北の方に雪が降る高い山がある。 

Ｑ．天候で左右されること?･･･天候が悪いと学校が終わり帰ります。 

Ｑ．おいしい食べ物は?…フォー・生春巻きがおいしいです。 

皆さんが来られた時には、お母さんが家庭料理を御馳走します。 

鈴木国際奉仕委員長「ミアンさん有難うございました。」 

 

【【【【四四四四つのテストつのテストつのテストつのテスト】】】】                                                            鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一鈴木眞一会員会員会員会員    

【【【【点鐘点鐘点鐘点鐘】】】】                                                                                    山崎会長山崎会長山崎会長山崎会長    

【【【【会報委員会会報委員会会報委員会会報委員会】】】】                                                            文責文責文責文責    長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之長瀬敏之    


