
□会員誕生日 佐々木秀明 朝比奈勝也

大成 義彦

□配偶者誕生日 佐々木秀明 吉岡 一眞

吉本きよ子

□結婚記念日 金澤 節生 荒谷 隆文

小坂 啓子

□事業所創立 佐渡 文武 坂田 武文

新宅 透典

２月２７日 第２４２０回

□ソング：それでこそロータリー

□ゲスト：広島商船高等専門学校

国際交流室長 桑田 明広様

学生課課長補佐 村岡 昌良様

留学生 グェン テ ティエン様（ベトナム）

パチアリ ラオリー様（ラオス）

□特別スマイル

･2/23妻と次男がフルマラソンを完走しました。

疲れたでしょうが心から拍手を送ります。

（久藤孝仁）

・またまたスタートでとちりました。すみません

でした。 （市川重雄）

幹事 堀越 賢二

・東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金への協力に

ついて ガバナー 沖田 哲義

・第14回賀茂川清掃について

日時 平成26年4月20日(日)

・例会変更 広島空港RC

4月16日(水)⇒4月12日(土)20周年

4月30日(水)⇒4月20日(日)

・3月5日(水)4クラブ合同例会ですので6日(木)は

休会です。

会長 木村 安伸

皆さん今晩は。本日は国際奉仕委員会の担当によ

る例会でございます。小坂委員長宜しくお願い致

します。

例会には、昨年に引き続きまして本年も広島商船

高等専門学校の留学生お二人をお招きしています。

ベトナムご出身のグェン テ ティエン様とラオ

スご出身のパチアリー ラオリー様ようこそ竹原

ロータリークラブへご来訪下さいました。そして

引率して頂きました桑田明広国際交流室長様、村

岡昌良学生課課長補佐様どうも有難うございます。

当クラブは、皆様を歓迎申し上げますと共に例会

を大いにお楽しみ頂きますようご案内申し上げま

す。後ほど留学生のお二人にはプロジェクターを

使用してそれぞれのお国をご紹介して頂くそうな

ので、とても楽しみにしています。どうか宜しく

お願い申し上げます。

ロータリーでは、2月23日の創立記念日に始まる3

月1日までの1週間を「世界理解と平和週間」と呼
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誕生祝・各会員各記念日祝

誕生月該当者会員卓話
会長エレクト研修セミナー報告

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２７日 第２４２０回例会記録】

【２０１４年３月 ５日 第２４２１回例会記録】



びます。この期間中である本日のこの国際交流は、

当に世界理解と国際親善を通じて平和への道を進

む奉仕活動の一端であると思います

次に、私は去る21日（金）道の駅たけはらで開催

された平成26年第1回賀茂川を美しくする実行委

員会と24日（月）竹原市ふくしの駅で開催された

平成25年度第2回竹原市共同募金委員会運営委員

会に出席しましたことを報告致します。

以上で会長の時間を終わります。

□次年度幹事 佐々木 秀明

本日次年度委員会構成表を配布させて頂きました。

ご協力宜しくお願い致します。

広島商船高等専門学校

国際交流室長 桑田 明広様

昨年に引き続きこのような場に

お招き頂き光栄に存じます。広

島商船高等専門学校は一学年12

0名×5学年の600名+専攻科生20

名余りです。その中に現在4名の留学生がいます。

どちらかと云うと少ないのですが、受け入れる学

校としては教室にいながらにして国際交流ができ、

異文化の理解が出来ると云う意味で貴重な存在と

考えています。

昨年こちらで御挨拶したモンゴルの学生は滋賀大

学で女子大生を楽しんでいます。インドネシアの

学生はこの春卒業し東京の大学へ入学する予定で

す。

広島商船高等専門学校 留学生

グェン テ ティエン様

母国のベトナムについて紹

介したいと思います。宜し

くお願いします。先ずは自

己紹介をします。

国籍はベトナムで、出身地

はハイジュン省でハノイか

ら60キロメートルくらい離れた都市です。

日本へ来たのは2009年9月で、一年半くらい日本

語を勉強しました。ここに来たのは2011年4月で

電子制御工学科で三年間勉強しました。そして今

年の4月愛知県豊橋技術科学大学へ入学します。

好きなものはサッカーと漫画、日本食は寿司、刺

身、焼肉が好きです。

ベトナムについて皆さんどのようなイメージを持

たれていますか。私は戦争のイメージがとても強

いです。イタリアは靴の形と言われますがベトナ

ムは「S」の形と言われます。南北は広いですが

真ん中くらいは50㎞くらいです。面積は32万9,24

1平方キロメートル、人口は約8,970万人です。世

界的には14位くらいで小さい土地ですが人口は多

いです。民族は54民族あり、キン族（越人）が約

86％です。僕もキン族です。言語はベトナム語

（コクグー）です。行政は63省に別れ5大都市が

あります。首都はハノイです。

ベトナムの歴史は4000年になります。1000年以上

中国に支配されましたが938年中国から独立しま

した（Daivet）。

1000年以上は平和でしたが、1858年フランスに支

配され、第ニ次世界大戦中の1940年にフランスの

変わりに日本に支配されました。1945年9月2日ホー

チミンさんが独立宣言をしました。そして今のベ

トナムになりました。でも戦争は未だ終っていま

せん。1950年北ベトナムが独立、1975年ベトナム

独立、1976年ベトナム社会主義共和国になりまし

た。でも未だ戦争は終っていません。1979年中越

戦争がありました。この戦争は余り知られていま

せん。ベトナムはヴァンアンから現在まで2269年

の歴史がありますが、その内戦争時間は1474年間

あり、平和時間は795年だけです。戦争と平和の

時間は二倍です。だからベトナム人は平和を一番

求めています。

文化は中国、フランス、インドの影響を受けてい

ます。ベトナム語（コクグー）は中国語、フラン

ス語、ヒンディー語という三つの言語から成り立

ちます。中国語からは意味・音だけ、フランス語

からはアルファベット、ヒンディー語からは聞く

こと、話すことです。宗教は仏教、キリスト教、

カオダイ教他です。衣装は少数民族でそれぞれ違

いますが一番多いのはアオザイです。

時間が来ましたのでこれで終ります。

広島商船高等専門学校 留学生

パチアリ ラオリー様

皆さんこんばんは。ラオイ

スから来ましたラオリーと

いいます。これからラオス

の紹介をします。ラオスが

どこにあるかご存知ですか。

ラオスは東南アジアにあり

ます。五つの国に囲まれていますので海がありま

せん。面積は236,800k㎡で日本の3分の2くらいの

広さです。人口は6,500,000人で日本の千葉県と

同じくらいです。通貨はキープ（Kip）です。一

円が80Kipです。ラオスの国旗は赤い色は血の色、

青はロード、白は真実さを表しています。ラオス

の首都はビェンチャンです。人口は徳島県の人口

と同じくらいです。ビェンチャンには綺麗な場所

や歴史的な場所があります。ラオスのお正月は4

月13日から4月15日に行われます。ビェンチャン

から100㎞はなれたところにヴァンヴィエンとい

う観光地があります。そしてラオスには世界遺産



も沢山あります。 是非皆さん行って見て下さい。

これでラオスのご紹介を終ります。

３月５日 第２４２１回４クラブ合同例会
（フォレストヒルズガーデン)

□出席者：

ゲスト G9ガバナー補佐 元廣 清司 様

ガバナー補佐幹事 宇根本 茂 様

三原RC47名、瀬戸田RC5名、広島空港RC18名、

竹原RC24名 計96名

会長 木村 安伸

皆さん今晩は。広島空港RCさん、三原RCさんそし

て瀬戸田RCさんには何時もお世話様になり、厚く

御礼申し上げます。

今夜は、皆様方と共にロータリーを語り合いまた、

情報交換等を行うことにより、更なる親睦と友情

の絆が深まることを期待して参りました。どうぞ

宜しくお願い申し上げます。

さて、竹原RCは、1964年（昭和39年）12月3日三

原RCさんのご指導により創立し、現在丁度50周年

目を迎えています。チャーターメンバーは、円山

会員お一人のみとなりました。11月には、記念式

典を開催する計画中で御座います。プログラムが

纏まりましたら、三クラブさんに改めてご案内を

差し上げますので、その節にはご出席賜りますよ

うお願い申し上げます。

申し遅れましたが、創立20周年をお迎えになられ

ました広島空港RCさん、誠におめでとうございま

す。心よりお祝いを申し上げます。

簡単ですが、これで終わります。有難う御座いま

した。

《出席報告》

会員数３３名 出 席２６名 メイク １名

欠 席 ５名 免 除 １名 出席率８４．８５％

《出席報告》

会員数３３名 出 席２２名 メイク ４名

欠 席 ６名 免 除 １名 出席率８１．８２％


