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委員会報告
広報・公共イメージ向上委員会委員長 山口修代会員
本日配布いたしました会報誌に、マイロータリーからの記事を掲載いたしました。初
の試みですので、ぜひご覧になってください。
地区のセミナーや委員会に出席された方は、会の正式名称、日時、出席者名と写真を
お願いいたします。

柏南ロータリークラブ
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甘酸っぱい

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

春をお届け‼

流通経済大学
廣瀬文章様

ヴィ・ズィ・リン様

森三枝様

先週行われたＩＭには沢山の会員の御参加を頂き、 会、納涼例会などに参加して頂ければと思います。

荒木知太朗
岡田勝久
小林 亘
高橋 薫
友野俊政
福田理佳
八木和男
吉川末満
出席免除

ありがとうございました。ＩＭ終了後、会場を移し

観桜例会の準備も進んでいます。桜は今年は早め

講師の山下先生、秋山市長や中村・寺嶋両パストガ

の開花と予報されていますので、桜の花の元での観

バナー、ガバナー補佐始め、会長幹事会のメンバー

桜例会に期待しています。今日の暖かさは桜の蕾を

で反省会を行いました。秋山市長からは、今後も山

膨らませることでしょう。

下先生にアドバイスを受けながら、ベッドタウンの

4月17日の第11グループ合同例会前にはボウリン

柏に、次の世代が気持ちを寄せて住まいとして選ん

グ・ゴルフが企画されています。当クラブからはボ

で貰えるような街づくりをしたいとのお言葉を頂き

ウリング実行委員に米谷会員、ゴルフ実行委員は荒

ました。

木幹事が担当して下さる事になりました。

今日はリン君の通う流通経済大学 学生支援グルー
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四つのテスト
言行はこれに照らしてから
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２
３
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

ました。リン君には後程卓話をお願いしています。
当クラブの受入留学生は、麗澤大学の方が多かっ
たように思いますが、今回流通経済大学とのご縁が

クラブのメンバーとの
親睦を深めてからの合
同例会出席として頂け
たらと思っています。

出来、１２月に行った国際交流例会には、多数の留
学生が参加して下さいました。このご縁を大切に、

ヴィ・ズィ・リン様

例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ
ご一報ください。

３月５日

３９

２２

３

6１.１

ckmrc@io.ocn.ne.jp

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

国際交流課長の廣瀬文章先生もお越しください

どちらかに参加して他

リン君には卒業後も例会に顔を出して頂き、観桜例
例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011

千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail /ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞

2018学年度ロータリー米山記念奨学生

ヴィ・ズィ・リン様

私はベトナムから参りましたVU DUY LINHと申し

まずは、皆様ご存じかもしれませんが、フォーという

ます。現在流通経済大学 流通情報学部 流通情報学科

料理がベトナムの一番有名な料理です。米粉から作っ

の4年生で、今年度柏南ロータリークラブに配属され、 た麺と一日中牛と豚の骨を煮込んだ油無しこく甘いスー
非常に光栄に思っております。本日の卓話は自分の国、 プと合わせ、柔らかい牛肉と青いネギの香が混ざる、
家族、来日してからの留学生活についてお話しさせて

バランスの良い料理です。日本にはラーメン屋さんが

いただきたいと思っております。

多いですが、ハノイにもフォー屋さんがいっぱいあり

まず、母国のことからお話させていただきます。私

ます。ほとんどは屋台販売の店です。ベトナム全国で

はベトナムのハノイ市に生まれ、ずっとハノイ市に住

地方によってフォーの味も変わっていますが、朝食で

んでおり、育てられました。日本人の方々はベトナム

も夕食でもどこでもすぐ食べられるフォーは、ハノイ

と言えば、ホーチミン市をよく聞かれていると思いま

の伝統的な料理です。

すが、ハノイがベトナムの首都です。ベトナムの形は

歴史があるお店は、毎朝長い列のお客さんが並んでい

日本と同じ、北から南に細く長い形です。昔の戦争の

ることもあります。それに、早朝3時に販売し始める

影響により、ハノイはベトナムの北にあり、伝統的な

有名な屋台フォー屋さんもあります。

文化と料理が多く、建築はほとんどフランス植民地の

2番目の料理はブンチャーです。「ブン」は米粉か

時代から残っているので、道が狭くて、古い町の感じ

ら作った麺類のことで、「チャー」というのは石炭で

です。

焼き立ての焼き豚肉です。麺は特製のスープを付け、

一方、南の方にあるホーチミン市は、アメリカ戦争時

焼き立ての焼肉と食べるととてもおいしい料理です。

代から残り、アメリカ風の建築が多く、交通網もだい

アメリカ大統領バラックオバマがハノイに来たときに

ぶ違っています。ホーチミン市はベトナムの経済発展

味わった料理です。

中心の町で、ホーチミンからアジアと欧米の国々の物

3番目の料理はチャーカーという料理です。チョウ

流ルートが揃っているので、日本の企業がたくさん集

ザメという魚を味付けて、お客さんの目の前で焼き、

まっています。ですから、ハノイより日本人の方はホー

いろいろなサイドつけものと一緒に春巻きのペーパー

チミンの方をよく知っています。

に巻いて食べる料理です。ハノイだけのおいしい伝統

本日はハノイを中心としてお話しします。
私の実家はハノイの中心部であり、ハノイはフランス

的な料理なので、ぜひ機会があれば味わってみてくだ
さい。皆様がもし、ハノイに旅行するなら、私がご案

悲しいことですが、現代はみんながデジタルカメラと

は変わっています。自分も成長しています。

かスマートフォン等を持っているので、カメラマンは

実は、流通経済大学は妻が紹介してくれました。どこ

もういらないような時代になっています。

で勉強するかよりも、何を勉強できるかの方がもっと

私は二人兄弟で、妹がいます。妹はまだ19歳で、

大事だと思います。流通情報学科で世界のどこでも必

来年日本に留学するつもりです。もちろん、妹もロー

要な物流業界を勉強すればするほど、ロジスティック

タリー米山記念奨学生にさせたいと思います。

スシステムの重要性を感じられます。母国でも現在ど

私はベトナムで短期大学を卒業してから、社会人に

んどん発展しており、輸入出と国内輸送量がこれから

なりました。さらに知識を高めたくて、自分の将来の

どんどん上がっていくことがわかっています。私は学

道を自分で探したいと思って、日本に留学しました。

んだ物流の知識が将来帰国するときに、必ず国の発展

働いたお金を貯めて、友達にも借り、読売新聞と1年

に貢献できると思っています。

間の契約をして、新聞配達をしながら、日本語学校に

さらに、ベトナムと日本との懸け橋となり、双方の貿

通いました。どんなにつらい状況でも、自分の日本に

易と社会に奉仕する強い気持ちを持っています。

来た目標を忘れずに、勉強することを最優先として頑

は経済発展とともに、環境保全もできればいいなと思っ

張りたいと思います。1年間新聞配達をして、今まで

ており、今年の卒業論文は産業廃棄の流れを研究して

体験したことないつらいことを乗り越えて、自分が成

おります。ロータリー米山記念奨学生になり、ロータ

長したのを感じました。新聞社と契約が終わった後、

リーの理念を身につけ、今も将来も社会に奉仕するこ

松戸市馬橋駅に引っ越しをして、虎ノ門にある高級な

とを取り組んでいきたいと思います。さらに、ロータ

ステーキレストランでアルバイトをしました。3年間

リーの理念を家族、友達に伝えたいと思います。

そちらで頑張って、日本の文化を深め、日本のサービ

本日の卓話は以上でござい

ス業界のマナーを身につけて、仕事のなかでたくさん

ます。ご清聴ありがとうござ

のことを勉強しました。そして、さらに勉学にしたい

いました。

ため、去年の2月から家の近くのセブンイレブンでア
ルバイトをしています。今回はまた違うサービス業界
に入り、新たな体験ができました。お客さんは近所に

次は私の家族についてお話させていただきます。私

は、日本語に通訳すると、砂糖通りです。昔はこの通

は現在29歳で結婚しております。妻は中学校の同級

りでは砂糖をいっぱい売っていたのかもしれません。

生で、19歳の時に日本に留学しました。実は妻も流

それ以外は、桃通り、鶏通り、おかゆ通り、銀通りな

通経済大学の卒業生で、2年前ファミリーマートの本

どとても面白い通りの名前があります。残念ながら、

社に勤め始めました。大学生の時はロータリー奨学生

現在の社会変化により、ほとんど商店街で販売してい

として、茨城県の古河クラブに配属されました。今で

る商品が変わってしまいましたが、まだ昔から残って

もカウンセラーの方とよく連絡しており、私も会った

いるのもあります。例えば、銀通りでは今でも金と銀

ことがあります。

から作ったジュエリーを主に販売しています。

そして、2017年10月31日に娘が生まれました。

そして、ハノイといえば、伝統的な料理を話さなけ
ればならないので、ハノイの3つの有名な食べ物をご
紹介させていただきます。

名前はアンです。
両親はカメラマンです。実は祖父、祖母もカメラマ
ンとしてずっと仕事をしていました。

VU DUY LINH様

いてくれるお客さんもいます。一年一年私の留学生活

幹事報告

く違いますので、ぜひ声をかけてください。

その通りの名前につけたので、私の住んでいるところ

本日の卓話

住んでいる人たちなので、たまに散歩するとき、気づ

風の建築が多く残っている36旧市街があります。昔、 内させていただきます。本場の味はほかのところと全
それぞれの通りで一番多く売られている商品の名前を

私

●３月のロータリーレート

今後の予定

１ドル＝１１０円

●メイクアップについての報告方法が決まっておりま

3月12日（火）ガバナー補佐訪問 クラブ協議会
※櫻井年度組織図

せんでした。さしあたって、メイクアップをされた方
は、メイクアップカードを提出するか、何の集まりで

3月19日（火）祝日週休会

いつ出席したかを事務局まで報告してください。また、 3月26日（火）観桜例会 廣池学園キャンパスプラザ
いつの欠席に充当するかも忘れずにお伝え下さい。
●４月１７日（水）１１Ｇ合同例会

4月 2日（火）休会
今後の重要な予定

アトラクション参加に関するアンケートのご回答をよ

4月17日（水）11Ｇ合同例会 ザ・クレストホテル柏

ろしくお願いします。

5月14日（火）～15日（水）親睦旅行

●クラブ協議会、止むを得ず欠席の方は委任状の提出

（翌朝すぐの解散などでもOKですのでぜひ参加下さい）

を忘れないようにお願いします。

6月11日（火）ガバナー補佐訪問

鬼怒川温泉

6月25日（火）交替式 ザ・クレストホテル柏

