
 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】               ホテルモリノ 

 

【ソング】                蓬田 SAA委員 

  ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

【入会式】林 常雄 様          碓井会長 

   ロータリー一式を渡しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 林 常雄会員の紹介            志村幹事 

  志村幹事より紹介。林会員 ５４歳 

   石栄建物㈱--職種は管理受託・薬局・旅館・ 

ホテル建設など幅広く行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 林常雄会員の自己紹介 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 妻の実家の王禅寺日吉に住んでおります 地元に貢献
したいと思い入会に至りました 本来ならば妻がと思い
ますが今回は妻に替り入会になりすが 参画に至りまし
ては志村様外皆様のご面倒をいただきました 会社の内
容は志村様に紹介のとおりで オーナーは医療法人で関
東を中心に大きく展開しています また 国際医療大学
を立ち上げに参画することになり 昨年 6 月に社長に就
任しこの大学の立ち上げ責任者となり多忙になりますが
出来る限り参加いたしますのでご理解いただきたくお願
いいたします 
 皆さんと一緒に会活動に頑張ります。 
 

【会長報告】                碓井会長 

1.神奈川RCより 卓話の案内 

 ３月１１日(月)12：30～ホテルキャメロットジャパン 

 横浜国立大学大学院教授 中井 里史 様 

 ｢シックハウス問題の経緯と今日の状況｣ 

2.第2590地区ローターアクトより 

2012-2013年度 インターアクト卒業式の案内  

3月16日(土) 12:00～ KKRﾎﾟｰﾄﾋﾙ横浜 ※3/9締切 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 999回 例会記録 平成 25年 3月 8日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 1000回記念例会 3月 15日（金）夜会 ホテルモリノ 元巨人軍選手 元木大介様 卓話   

第 1001回例会 3月 22日（金）会長エレクトペッツ報告(通常例会) 

       親睦家族員会 新会員の歓迎会と米山記念奨学生ミアンさんの送別会(夜) 

 3月 29日（金）休会 

 

 

 

［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 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 

志村幸男幹事 



【幹事報告】              志村幹事 

1.川崎とどろきRCより例会変更 

 ３／１８(月) 休会。４／０１(月)12:00点鐘 

 場所 新丸子 

2.川崎中央RCより例会変更 

 4/01(月) 夜会花見例会を通常例会に変更 

 4/08(月) 通常例会を花見例会に変更 

      点鐘 18:00 若宮八幡宮 

 4/29(月) 休会 (昭和の日) 

 

【協議会のお知らせ】    鈴木眞一会員 

○ ３/２４日(日) 地区協議会 PM１２:３０～ 

 場所—慶応義塾大学日吉キヤンパス  

     

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 999回 22 17 5 - 77.27％ 

第 998回 22 18 4 1 86.36% 

第 997回 22 18 4 3 95.45% 

 

【ニコニコ委員会】             蓬田委員 

  第 999回（件数）      合    計 

ニコニコ  12 件 ￥11,400 

 

お客様 

●当会員 

◇碓井会長【林様本日は入会おめでとうございす 】 

◇志村幹事【 同上 】 

◇梅澤会員 ◇臼井会員 ◇親松会員 ◇佐々木会員 

◇佐藤会員【本日の社会奉仕活動御手伝い宜しく】  

◇鈴木憲治会員【ミヤンさんが修士論文に合格した】 

◇長瀬会員【やっと春らしくなって来ましたね 】 

◇鈴木昭弘会員◇雪井会員◇蓬田会員 

 以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【社会奉仕委員会】          佐藤委員長 

○本日、麻生川の絵の掲載をご協力お願いします。 

掲載パネル設計 

貼り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻生川に取り付け 

 

 

 

 

 

 

○ご苦労様でした。 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

社会奉仕 (ロータリー百科辞典より )                   

○あなたが奉仕を志向する市民として、ある日自分が暮

らしている地域社会のために何かをしよう、と決めたとし

ます。素晴らしい考えですが、何から始めますか？ あな

たの時間と資金は限られていますが、できるだけ意義ある

ことに貢献したいと思うことでしょう。町を見回すと、恐

らく、雑草で覆われた小さな公園に気がつきます。あるい

は新刊書を必要としている公共図書館があることに気が

つくことでしょう。 

○しかし、地域社会の問題は表面化しているものが非常に少

なく、根が非常に深いものです。薬物濫用者であることを

認めないで、生活が破壊されるのを顧みない人がいます。

一方、問題が極めて表面化しているものの、一人で解決す

るには手に余るものもあります。犯罪と失業の増加、大気

汚染と有害廃棄物、環境保全、事業の機会や職業訓練、あ

るいは手頃な価格の住宅の不足、ホームレスの窮状、健康

管理の危機。これらの問題は、ひとりのボランティアでは、

多分、太刀打ちできないでしょう。 

○ あなたの力を、どのような優先順位で使えばよいでしょ

うか？ あなたは、最初に、どの問題に取り組みますか？ 

問題を解決するための最も効率的な方法は、何でしょう

か？ 

○ あなたが、これらのことを決めなければなりません。こ

れは、どのロータリー･クラブでも、計画を練るときに

ぶつかる問題です。 

○ 社会奉仕活動に対する方針として「社会奉仕に関する

1923年の声明（決議 23-34）」は 1923年国際大会で採

択され、「社会奉仕に関する 1992年の声明」は、1992

年規定審議会で採択されています。 

 

 

 

 



○ 以下に各声明の前文を掲載します。全文は 2004年版手

続要覧 75-78ページを参照下さい｡  

○ 社会奉仕に関する 1923年の声明             

社会奉仕に対するロータリーの方針は、1923年国際大会

で採択され、以後の国際大会で改正された次の声明に述

べられている。  

○ ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアンのすべ

てがその個人生活、事業生活、および社会生活に奉仕の

理想を適用することを奨励、育成することである。 

○ この奉仕の理想の適用を実行することについては、多く

のクラブが会員による奉仕にその機会を与えるものと

して、さまざまな社会奉仕活動を進めてきている。以下

に掲げる諸原則は、ロータリアンおよびロータリー・ク

ラブの指針として、また、社会奉仕活動に対するロータ

リーの方針を明確に表すものとして適切であり、また管

理に役立つものであることを認め、これを採用するもの

である。 

○ （以下省略）  

○ 社会奉仕に関する 1992年の声明 

○ 1992年規定審議会は、社会奉仕に関する次の声明を採択

した（国際大会決議 23-34、以後改正されたものととも

に使用されるべきものである）：  

○ ロータリーの社会奉仕とは、ロータリアンひとりひとり

の個人生活、事業生活、社会生活に奉仕の理想を適用す

ることである。 

○ この奉仕の理想を実行するに当たっては、各ロータリ

ー・クラブが多彩な社会奉仕活動を開発して、多くの会

員による奉仕活動に輝かしい機会を与えてきた。ロータ

リアンの心構えとして、また、社会奉仕活動に関するロ

ータリーの方針を明確にするために、その原則は次のよ

うにまとめられる。 

○ 社会奉仕は、ロータリアンひとりひとりが「超我の奉仕」

を実証する機会である。地域に住む人々の生活の質を高

め、公共のために奉仕することは、すべてのロータリア

ン個人にとっても、またロータリー・クラブにとっても

献身に値することであり、社会的責務でもある。 

○ （以下省略） 

○ これらの声明に従って多くのクラブは、地域社会のニー

ズに関する非公式な調査を始めます。この調査によって、

これまでのプロジェクトで範囲を拡張できるものを考

慮したり、または以前にクラブの力では無理と考えられ

ていたプロジェクトを再検討したりすることができま

す 

【四つのテスト】             佐々木 会員 
【点鐘】                  碓井会長 
【会報委員会】            文責 梶俊夫 
 

【米山記念奨学生 ホ・ダン・ミアンさんのスピーチ】 

鈴木憲治地区クラブ奉仕委員長から原稿が入手出来まし

たので掲載いたします。 

２０１３年２月２４日 

２５９０地区米山奨学生終了式にてのスピーチ 

ベトナム現地採用ホダンミアンより 

皆様 改めてこんにちは。 

２００９学年度 現地採用米山奨学生の３期生ベトナム

出身のミアンでございます。 

終了式を迎えるにあたり、現地採用の奨学生として、ご挨

拶を申し上げます。 

この制度は、海外にて募集・選考を行い、合格者を日本に

留学する試験制度であり募集国はベトナムでした。 

私ともう１名横浜南ロータリークラブのトゥイさんの２

名が、２００９学年度として選ばれ日本に留学することが

できました。 

 

 私は、ベトナムの中部にあるフエの外国語大学日本語学部

の教師でした。２００８年の 

１２月にこの現地採用米山奨学生の３期生募集に応募し

合格をいただきました。 

その時の面接官は、清水ガバナー、鈴木憲治地区米山奨学

委員長、坂下事務局長と米山学友のフエン・ムイ先生の皆

様でした。大変緊張したのを覚えています。 

 

合格後、２０１０年４月、桜満開の時に来日し、最初の１

年目は東京文京区にある日本語学校ＡＢＫに通いながら、

大学院受験の準備を進め、自分の研究テーマを勉強できる

拓殖大学を第一志望とし合格しました。 

 

２０１１年４月に拓殖大学大学院の言語教育研究科に入

り、石川守教授の研究室で日本語教育学専攻し、２年間一

生懸命勉強してきました。研究テーマは「日本語の受身と

ベトナム語の被動構文の対照研究」です。 

 

 今後の予定ですが、元の職場に復職し、日本語専攻の学部

生に教えます。 

ここで３年間体験したこと、勉強できたことなどを学生達

に伝えていきたいと思います。 

そして、米山記念奨学会の坂下様、栗原様をはじめ、カウ

ンセラーの鈴木憲治様、世話クラブの川崎麻生ロータリー

クラブの皆様、その他のロータリークラブの皆様から、暖

かいご支援をいただきました。この場をお借りして感謝を

申し上げます。 

 

そしてロータリークラブの皆様からロータリーの奉仕活

動を学ばせていただきました。 

川崎麻生ロータリークラブの皆様との交流や地区大会で

の若い世代の皆様との触れ合いは私にとって貴重な体験

でした。 

 

今後は、日本とベトナムの友好のかけ橋になりたいと思っ

ています。 

 最後に、現地採用の制度のおかげで、日本の高いレベルの

教育を受けることができたこと  

に感謝を申し上げます。真にありがとうございました。 

 

２０１３年３月５日 

（公益法人）ロータリー米山記念奨学会「学務学友委員会」

でのスピーチ 

２００９学年度「現地採用米山奨学生」の３期生ベトナム

出身のミアンでございます。 



本日現地採用奨学生終了レポート発表にあたり、ご挨拶を申

し上げます。 

この制度は、海外にて募集・選考を行い、合格者を日本に留

学する試験制度であり、募集国はベトナムでした。 

私ともう１名、横浜南ロータリークラブのトゥイさんの２

名が２００９学年度として選ばれ、日本に留学することがで

きました。 

 

私は、ベトナムの中部にあるフエの外国語大学日本語学部

の教師でした。 

２００８年の１２月に、この現地採用米山奨学生の３期生募

集に応募し、合格をいただきました。その時の面接官は、清

水良夫ガバナー、鈴木憲治地区米山奨学委員長、坂下博康事

務局長と米山学友のフエン・ムイ先生の皆様でした。大変緊

張したのを覚えています。 

 

合格後、２０１０年４月、桜満開の時に来日しました。最

初の１年目は東京文京区にある日本語学校(ABK)・アジア学

生文化協会日本語コースに通いながら、大学院受験の準備を

進め、自分の研究テーマを勉強できる拓殖大学を第一志望と

し、合格しました。 

２０１１年４月に拓殖大学大学院の言語教育研究科に入

り、石川守教授の研究室で日本語教育学専攻し、２年間一生

懸命勉強してきました。研究テーマは「日本語の受身とベト

ナム語の被動構文の対照研究」です。 

現地採用の制度のおかげで、日本の高いレベルの教育を受

けることができたことに感謝を申し上げます。真にありがと

うございました。 

 

先ほど申し上げたように、来日するため休職しましたので、

久し振りに学生生活に戻りました。奨学金を戴いたお陰で、

安心して自分の好きな日本語や日本語教育学について勉強

することができました。奨学金をいただき、贅沢な生活とい

う考えではなく、米山奨学生だからこそ意識を持って、この

３年間、一日も休まず緊張感を持ちつつ勉強や交流などに力

を尽しました。特にカウンセラーをはじめ、世話クラブの皆

様、その他のロータリークラブの皆様との交流です。他の奨

学金制度と異なり、月一回の世話クラブ訪問があります。 

 

私は３年間の奨学金に恵まれ、歓迎会や納涼会、クリスマ

ス家族会や地区行事への参加、特に、米山梅吉記念館の訪問

や地区大会への出席等など４０回以上に及びますが、世話ク

ラブである川崎麻生ロータリークラブの皆様やクラブ外の

会員の皆様と交流させていただきました。４０回というと多

くもないし、少なくもないですが、毎回皆様の笑顔や活発な

様子など見せていただき力をいただきました。年輩の方が、

沢山いらっしゃるのですが、いつも頑張っている様子に大変

感動しました。そして、私個人へのご支援だけでなく、私の

職場であるフエ外国語大学日本文化・日本語学科にもサポー

トしていただいています。これは、世話クラブの川崎麻生ロ

ータリークラブが、クラブ創立２０周年記念事業として「ミ

アンさんの母校に教育教材等を支援していこう」として５年

間の支援が決まり、式典の忙しい前に１４名の皆様がわざわ

ざフエまで足を運ばれ贈呈していただきました。日本語教材

や授業に利用されるものがなかなか手にいられない私たち

にとって大変助かりました。こういったロータリーの奉仕活

動からたくさん学ばせていただきました。この場をお借りし

て感謝を申し上げます。 

 

話の内容が少し変わっていきますが、私たちの学科では学

科長を除き、日本留学経験の者がいないのです。私は現地採

用米山奨学生として日本留学者二人目になりました。日本へ

の留学の夢を高校生時代から持ちはじめていました。それは、

ベトナム国営テレビ局で流されていた１９９２年の「悪女」

というドラマ（石田ひかりさんが主演でした）を見たのと高

校時代に交流があった北海道の高校生たちとの交流がきっ

かけでした。その頃から日本語・日本文化について勉強した

い、日本に是非行きたいという夢がありました。大学時は英

語教育学専攻でしたが、その勉強とともに日本語をほとんど

独学で習いました。 

 

２００６年に大学を卒業し、ちょうど本学の日本文化・日

本語学科が創立され、日本語教師になりました。２００６年

９月から来日する前の２０１０年３月にかけて約３年半日

本語を担当しておりましたが、本学の学生達の日本語学習に

幾つかの問題があるのに気が付きました。 

それは漢字や、語彙・読解・作文などはできていますが、

聴解や会話はあまりできていない学生が多いことです。こう

いった問題を解決するため、現地採用米山奨学金に応募し、 

拓殖大学大学院言語教育研究科の石川先生の研究室を受験

し合格をいただきました。 

ここで直接法・問答法という現代的な日本語教授法につい

て勉強ができました。そして本学の学生達の問題解決方法も

見つかりました。それは授業で媒介語を利用したためなので

す。石川先生のご指導に感謝を申し上げます 

 来月１日から復職し、早速学んだこの直接法・問答法を用

い、授業をやっていきたいと思います。そして同僚の職員た

ちにも紹介したいと思います。それから世話クラブの皆様、

特にカウンセラーのようにいつも元気いっぱいで、時間に負

けないように常に努力していきたいと思います。 

 

 最近、同僚から連絡があり、私のことを待っているそうで、

私の帰りが職場の雰囲気が変わっていくだろうと楽しみに

しているらしく、自分も楽しみにしています。 

 

最後に、全国の会員の皆様から頂いた寄付のお蔭で、念願で

あった日本の高いレベルの教育を受けることができました。

本当にありがとうございました。 

 

そして、私をサポートして頂きました多くの皆様に、この場

をお借りして感謝を申し上げます。 

これからは、ベトナムと日本の友好の架け橋として努力をし

ていきたいと思っています。 

 

有難うございました。 

 


