
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：藤中保会員

□会員誕生日 ･･･金澤

□結婚記念日 ･･･鴨宮

□配偶者誕生日･･･荒谷、夜船

□事業所創立 ･･･土居、荒谷

□年賀状 ･･･鴨宮

□特別スマイル

・ロータリーの友2月号のクラブ活動記事に出し

て頂き有難うございました。ロータリーマーク

の掲示板の役目をしっかりしておりました。後

ろ姿であったのが少し残念です。 （荒谷隆文）

・IMに多くの会員が出席、またロードレース大会

にも多数の方々にご協力頂き有難うございまし

た。 （木村安伸）

副幹事 佐々木 秀明

・第36回竹原ロードレース大会お礼状

・IMお礼状

・平成25年度第二回竹原市共同募金委員会運営委

員会案内 日時 2月24日(月)

・賀茂川を美しくする実行委員会案内

日時 2月21日(金)

・例会変更

因島RC 2月20日(木)⇒24日(月)創立45周年

東広島RC 2月18日(火)⇒16日(日)IM

会長 木村 安伸

先程、女性会員4名を代表して中川会員からバレ

ンタインチョコレートを男性会員に贈るとの申し

出を受けました。明日１4日のバレンタインデー

より一足早いプレゼントです。男性会員を代表し

て私からお礼を申し述べさせて頂きます。どうも

有難うございました。

2月1日（土）尾道市西山別館にて開催されたIMに

は会員18名が参加され、無事終了致しました。

参加された会員にはご苦労様でした。IMのフォー

ラムのパネルディスカッション「R財団未来の夢

計画―その課題とロータリー活動の展開―」で、

私は伊賀地区財団委員長に対して、地区補助金の

受領時期が不明瞭なので、本年度当クラブが計画

を立てている社会奉仕プロジェクト「7月8日の中

学生へのDV講演会」は、地区補助金申請を断念せ

ざるを得なくなった。就いては、次年度以降のた

めにも地区補助金を対象とするプロジェクトの実

施開始時期を明確に示して戴きたい旨質問しまし

たが、伊賀委員長からは確かな回答が得られず、

残念な思いが残りました。

このことにより次年度からは、地区補助金対象プ

ロジェトは9月以降に実施することが肝要かと思

います。
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I ・ M 報 告
国際奉仕委員会担当例会

広島商船高等専学校留学生卓話

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか

【２０１４年２月１３日 第２４１８回例会記録】



次いで2日（日）は、第36回竹原ロードレース大

会でした。このロードレースに出場のランナー達

へぜんざいときな粉餅を提供するために、奉仕プ

ロジェクト委員会が中心となり、早朝から会員19

名と佐渡・大成夫人、市川会員のご家族3名それ

に重友さんの6名にも加わって頂き、総勢25名が

熱心に奉仕作業を行い、大会終了後大会関係者お

よび多くのランナーからも丁重なお礼の言葉を受

けました。お手伝い下さいました方々に厚く御礼

申し上げます。

特に、本年は福本新世代奉仕委員長にロードレー

ス大会支援用の幟3本を新調して頂きましたので、

当クラブを広報することに大いに役立ったものと

思います。また、何時もながら市川会員には、大

量の餡子他資器材をご提供頂き、吉本奉仕プロジェ

クト委員長にも菓子類、コーヒー等を、この他に

も多くのロータリアンが発電機、ドリンク、たく

あん等をご用意下さいまして、誠に有難うござい

ました。

さて、今月は「世界理解月間」です。この月間中、

ロータリークラブは世界に不可欠なものとして、

理解と善意を強調するクラブ・プログラムを行う

よう要請されています。また、2月23日のロータ

リー創立記念日は、「世界理解と平和の日」と定

められ、各クラブはこの日、国際理解と友情と平

和へのロータリーの献身を特に認め、協調しなけ

ればなりません。さらに、2月23日に始まる1週間

を「世界理解と平和週間」と呼び、ロータリーの

奉仕活動を強調することとなっています。

そこで、当クラブでは先程のロードレース大会支

援に続いて、2月27日（木）の国際奉仕委員会担

当例会に広島商船高等専門学校に留学中の学生2

名をお招きして、それぞれの出身国を紹介して頂

く卓話が用意されています。会員の皆様、どうぞ

ご期待下さい。

□国際奉仕委員会 委員長 小坂 啓子

2月27日(木)国際奉仕委員会担当例会には広島商

船高等専門学校留学生の方へ卓話をお願いしまし

た。当日は国際交流室長桑田様、学生課課長補佐

村岡様、留学生グエン テ ティエン様（ベトナム)、

パチアリ ラオリー様（ラオス）をお招きします。

2月記念日を代表して荒谷会員よりお礼の言葉が

述べられました。

会員 金澤 節生

皆様こんにちは。

私は2月3日に81歳になりま

した。運転免許証の更新時

期で高齢者講習と講習予備

検査（認知機能検査）を受

けました。その体験談を本

日は話したいと思います。

先ず70才以上になりますと高齢者講習が行われ、

そして75歳からは認知機能検査も行われます。

その目的は、自己の認知機能の状況を簡易な検査

により自覚してもらい、引き続き安全運転を継続

することが出来るよう支援するということです。

検査の内容を少し紹介しますと、先ず、今年は何

年ですか？何月ですか？日付は？曜日は？時間は？

など質問されます。次に絵を見ます。その絵を思

い出して名前を書くという記憶力の検査です。

結局、判断力、記憶力が低下すると信号無視や一

時不停止など違反をすると、警察から連絡があり

専門医の診断を受け、認知症と診断されると免許

は取り消されます。

いずれにしても90％の人が免許をお持ちです。く

れぐれも運転には安全を期してもらいたいと思い

ます。 『高齢者マークをつけましょう』

会員 原田 一平

1月3日に家内と一緒にチャ

ン君の結婚式に招待を受け

ましてベトナムへ行って参

りました。皆様には平素チャ

ン君を励まして頂き有難う

ございます。お陰様でホテ

ルのサービス部門の国家試験3級を合格すること

できました。皆様方のお蔭です、有難うございま

した。

ベトナムの様子ですが、主な変化は道路事情が非

常に良くなっています。関税が200％にも関わら

ず日本のレクサスなどの高級車が走っています。

チャン君よりベトナムの結婚式について日本とは

違いますのでこれからお話して頂きます。



ホテル大広苑 お客様係

チャン マン クォン様

本日大広苑ホテルの会長のお

かげで皆様にご挨拶が出来る

ことを本当に嬉しく思ってお

ります。

最初に、竹原ロータリークラ

ブ様はいつも大広苑をご利用いただき、誠にあり

がとうございます。そして、私のことを信頼され、

愛され、さらに私の結婚のお祝いを頂いて深く感

謝の気持ちを申し上げたいと思っております。

私は日本に来る前に「Seasons of Hanoi」という

一流の名前のレストランに勤めていました。その

時に毎日日本人のお客様に接客して、日本の文化

と日本のサービスについてお話しを聞くたびに段々

と日本のことが好きになり、自分の将来の目標と

してレストランのサービスレベルを高めるため、

日本への留学を決めました。

広島ＹＭＣＡ専門学校のブライダル・国際ホテル

科の先生の方々が教えて下さったのは、やはり人

間として礼儀正しく、思いやりとおもてなしの心、

相手の気持ちを考えないといけないということで

した。私は日本を選んで間違いなかったと思いま

した。

それから、自分が取りたかった国家資格と結婚が

出来ましたので私には最高な年でございます。

まず、国家試験について話したいと思います。

昨年の8月にＨＲＳ日本ホテル・レストランサー

ビス技能検定3級を受験しました。中国地方では3

00名の受験者に対し、学科に受かったのは60人で

した。2回目は12月に実技試験が行われ、60名に

対し47人が受かりました。その中に外国人は私一

人しかいませんでした。

次に、ベトナムの結婚式について話したいと思い

ます。現在ベトナムはキン族が約86％と他に53の

少数民族があります。宗教と仏教とキリストの結

婚によっては結婚式が違い、私は無宗教なので人

前式を行いました。今から私の結婚の流れを説明

させていただきます。

私と妻は、ベトナムの国立大学のクラスメートで

した。そして、一年半ぐらい付き合って「私はこ

の人が一番理想的な女性で結婚したい」と、この

人より他の人がいないと思って決めました。私は

彼女の父親の元へ挨拶に行きました。二人の結婚

が決まり、父親同士の打ち合わせで相談の上、結

納品や結納式、結婚式の月日の大安の日を合わせ

て行うということでした。

今年の1月3日に私は大広苑の会長と元専務と一緒

にベトナムにへ行きました。私の家に夜7時半頃

到着し、直ぐに結納品を準備しました。次の日の

朝7時頃出発して彼女の家まで約3時間半かかりま

した。私の結納品は、キンマ、キンマのナット

（ベトナムの夫婦の伝説のことです）、ウイスキー・

たばこ、紅茶、お菓子（ベトナムの伝統的な品）、

フルーツ、そして最後はお金で感謝の気持ちを払

いました。

次の日、5日にハノイの市役所に結婚証明書を提

出、6日に結婚式の前撮り写真を撮影し、500枚も

の写真を撮ってもらいました。

最近では結納式が終わってからレストランかホテ

ルを選ぶことが多くなったそうです。

私の結婚披露宴は二日間ぐらいやりました。私の

妻の家が遠いので結婚式の前日に父親の友達と親

族の皆さんと近所の方が集まって約330名の方々

にお祝いして頂きました。

そして、12日に朝の4時半に私の家から出発して

また3時間半ぐらいかかりまして、彼女の披露宴

場で結婚式を行って祖先崇拝することが終わって

祝宴を召しいただいて，大安の時間になってから

妻を私の家に連れて帰って、もう一回結婚式を行っ

たので非常に疲れました。

結婚披露宴が終わったと思ったのですが、次の13

日にまた妻のところにもう一回親族の皆さんに私

は15日に日本に戻るということで挨拶に行って来

ました。ベトナムは家族をとても大事にする国で

す。以上でございます。これからも頑張っていき

ますのでよろしくお願い申し上げます。

□日 時 平成26年2月13日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①新年互礼会決算の件 承認

②会長エレクト研修セミナーの件 承認

日 時 平成26年3月15日(土)

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 10,000円

③社会奉仕委員会担当例会の件 承認

3月27日(木) 外部卓話

東広島竹原人権擁護委員協議会

副会長 森川 愛子様

竹原市人権推進室

人権対策係長 宮地 康子様

生活相談員 高橋 美佳様

④広島空港RC創立20周年式典の件 承認

日時 平成26年4月12日(土)

場所 フォレストヒルズガーデン

御祝 30,000円

⑤米山記念奨学委員長の件 原田会員 承認

⑥家庭集会の件 承認

⑦家賃変更 4月より 45,000円⇒46,200円

《出席報告》

会員数３３名 出 席２６名 メイク ４名

欠 席 ２名 免 除 １名 出席率９３．９４％


