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第 2145回例会  令和 2年 7月 13日（月曜日）第 2号  

 

本日の例会 ７月１３日（月）    第２例会 

直前会長幹事慰労会 太閤園「淀川亭」 

１７：３０集合・写真・例会  １８：３０慰労会 

次回の例会 ７月２７日（月）     第３例会 

●新年度方針説明 

 クラブ奉仕 : 藤原英夫  

出席・情報 : 小川高弘 

親睦活動 : 金子勝信   

会員増強・分類・姉妹クラブ交流 : 岩﨑史郎 

● 本日の献立 松花堂弁当 

前回の例会  

● ゲスト 

● ビジター 

細川会員のご友人    葉山 奏功様 

東大阪みどりＲＣ    井上 善博様 

   〃        木戸 章由様 

会長方針          会長 岡本 慎一 

はじめに 

私は、ロータリークラブの会長エレクトに選任されて

以来、私のような者が、本当にクラブの会長という重

責を果たすことができるか自問してきましたが、先輩

会員から多くの暖かい言葉、励ましを頂き、このよう

にして今回、会長方針を発表する機会が与えられたこ

とを、たいへん光栄に思います。 

現在日本や世界を取り巻く環境は、新型コロナウイル

スの影響を大きく受けており、人々の経済活動や社会

生活様式も変更を余儀なくされています。 

ロータリー活動も例外ではなく、例会、理事会等の集

会を開催できなかったり、奉仕活動も中止しなければ

ならなくなるなど、受け継いで行われてきたロータリ

ー活動が大きく制限されています。 

そんな中で、今年度、どのようにロータリー活動を進

めていくかについては、正解はなく、会員の皆様と協

議しながらふさわしい当クラブのあり方を模索して

いきたいと考えているところです。 

また、どのような状況下にあったとしても、ロータリ

ーの基本的な価値は重要なものばかりであり、その価

値の実現を目指して活動することで、適切に役割を果

たすことができるものと考えて、努めてまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長方針 

私の会長方針は、国際ロータリーの会長テーマ、方針、

地区ビジョン、地区年次目標、地区スローガンなどを

ふまえて考えました。 

国際ロータリーの会長テーマは「ロータリーは機会の

扉を開く」というタイトルです。 

国際ロータリーの会長テーマの具体的な内容として

は、ロータリーの価値の共有や高潔な心を持つ人との

人脈づくりが人々をロータリーに惹きつけることや、

クラブが会員にもたらす価値を再認識することの重

要性や、奉仕プロジェクトを実施し、より豊かで意義
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ある人生への機会の扉を開いてくれるなどがあげら

れています。 

私自身も、東大阪中央ロータリークラブに参加するこ

とができたおかげで、多くの素晴らしい方々とお知り

合いになることができ、クラブに入会していなければ

体験できないようなことも、たくさん経験することが

できました。そのため、ロータリークラブが、私にと

って機会の扉であったことは間違いないものです。 

また、今年度の地区スローガンは、 

「BACK、To the FUTURE  ～ 

 基本に戻って、未来へ ～」 

とされています。 

ちなみに、「BACK、To the FUTURE」というスローガン

は、「BACK to the Basics、Fly to the FUTURE」（ロ

ータリーの基本に戻って、新たなる未来へ）の略です。 

ところで、佐井直前会長の会長方針は、「親睦を通じ

て絆を深めよう」というものです。佐井会長のリーダ

ーシップに基づいて、様々なイベントを通じて、会員

の皆様との絆を深めていくことができたかと思いま

す。 

今年度は、さらに深めた絆を礎にして、次年度のわ

がクラブ創立５０周年という大きな節目に向けて準

備すると共に、新型コロナウイルスが蔓延する状況下

であったとしても、クラブの存在意義について、新た

な可能性の扉を開けたいという願いを込めて、「絆で

新たな扉を開けよう」という会長方針（スローガン）

とさせて頂きたいと思います。 

 具体的な目標は、次のとおりです。 

 

１ クラブビジョンの実践 

  佐井会長年度に策定されたクラブビジョン「伝統

を胸に、前進しよう」を実践したいと思います。 

  クラブビジョンには、変化を恐れず、会員数を増

やし５０周年に向けて前進しようという意味が

あります。 

  次年度は、その実践の年度ではないかと考えてい

ます。 

２ ５０周年実行委員会の立ち上げ、準備 

次年度は、５０周年となりますので、その準備が

必要になります。総力をあげて準備したいと思い

ます。 

３ 会員増強 

会員数の純増１名と退会者０名となるように努

力したいと思います。 

４ ポリオ撲滅への協力 

  ポリオ撲滅に向けて次年度もできる協力をした

いと思います。 

５ ロータリー財団、米山奨学金への寄付 

  適宜適切な寄付を行いたいと思います。 

６ 奉仕活動の充実 

  東大阪中央ロータリークラブでは、例年、奉仕活

動を熱心に行っており、今年度もさらに力を入れ

て実践したいと思います。 

 ただし、クラブの現在の状況や今の環境をふまえ

た、ふさわしい奉仕活動のあり方について協議できれ

ばと思います。 

 

方針説明     副会長 ・ 職業奉仕 宮田照男 

▮副会長 

本年度、副会長を仰せつかりました宮田でございま

す。岡本会長の補佐役として、経験をいかしたサポー

トが出来たらと思っています。 

しかし副会長は微力であります、会長挨拶にあります

クラブビジョンの実現には、何よりも担当委員長はじ

め委員の方々の力と、会員の皆様のご協力がなくては

ならないと思います。当クラブが元気により良く発展

すべく、皆さま方と共に取り組んでいけたらと思って

おりますので宜しくお願いします。 

▮職業奉仕委員会 

前期に引き続き、今年度も職業奉仕委員長を仰せつ

かりました宮田でございます。 

職業奉仕はロータリーの神髄、根幹であり、他の団体

にはみられないロータリーの特徴的な理念のひとつ

です。ロータリアン一人一人が自分の職業を通して

“奉仕の心”を開発して行く自己研鑽（けんさん）の

団体であると言えます。 

しかしながら時代によって職業の形態が変わって

いっても、ロータリーにおける職業奉仕の理念は変わ

ることはなく、職業は、作る、売る、利益をうむと同

時に人をつくり、友愛を育み、人間形成をも担い、ひ

いては世のため人のためになると言われている、日本

の職業奉仕の精神がロータリーの活動の神髄であり

ます。 

本年度も職業奉仕に対する理解を深め、クラブ活動

と職業を通しての職業奉仕の実践、行動へと会員の皆

様と協力してつなげて参りたいと思います。 

 

方針説明  米山奨学委員長・カウンセラー 岩橋竜介 

▮米山記念奨学会の目的 

正式名称は「公益財団法人ロータリー米山記念奨学

会」は、日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給して、

支援する国際奨学事業を 1952 年の構想立案に始ま

り、現在まで 68 年間継続してきました。当クラブは

この事業の趣旨目的に賛同し、現在まで 25 名の留学

生を受け入れ、ホストとして支援してきました。 

 米山奨学会の使命は「将来日本と世界を結ぶ『架け

橋』となって国際社会で活躍し、ロータリー運動の良

き理解者となる人材を育成することです。これはロー

タリーの目指す“平和と国際理解の推進”そのもので

す」と定められています。当クラブのホストした留学
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生が、まさに「架け橋」となって、遣わされる場所で

活躍されることを願い、本年度も取り組んでまいりま

す。 

▮具体的な活動 

① 本年度はベトナムからの留学生の、レ・グエンタ

ン・チーさんを受け入れ、2021 年 3 月まで大阪

商業大学大学院での学業を支援します。 

 

方針説明          幹事 細川 勝治 

今年度、幹事を拝

命致しました細川で

ございます。2回目の

幹事になりますが、

一生懸命に若い岡本

会長を支え会長方針

に従い、より良い例

会運営に励みたいと

考えています。 

新型コロナウイル

スの先行きが不透明

の中ですが、臨機応

変に対応しながら、れいかいの行事・クラブ運営を進

めて参りたいと思いますので会員の皆様のご協力を

1年間宜しくお願い致します。 

 

受賞報告          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐井義昌会員 メジャードナー受賞 

幹 事 報 告         幹事 細川 勝治 

1.本日、例会終了後に第１回定例理事役員会をシェラ

トン 2 階「ゆう奥個室」にて開催致します。理事役

員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

2.次週は直前会長幹事慰労会を太閤園にて開催致し

ます。15：30集合、写真撮影、移動例会ののち、16：

30より慰労会となります。 

集合写真を撮りますのでネクタイ着用でのご参加を

お願い致します。 

3.前期社会奉仕委員会からのご報告となりますが、６

月２５日の献血活動には、たくさんのご参加、ご協

力をありがとうございました。お蔭様で血液不足の

なか、予定数を上回る、  

献血受付数 ６３名 

採決人数が 400ml採血数 ５３名    

200ml採血数   ３名 

で、赤十字からも感謝して頂きました。 蒸し暑い中

１日中、ありがとうございました。 

出 席 報 告           帆足 委員 

本日の会員数 ２１名 

本日の出席者数 １7名 

本日の出席規定適用免除会員 １１名 

本日の出席率 ９３．７５％ 

６月１５日の修正出席率  ９４．４４％ 

 

ニコニコ箱報告     副ＳＡＡ 久武 奈緒美 

東大阪みどりＲＣ （井上、木戸） 

     本日、東輪会の件で来させて頂きました 

岡本会長 いよいよ新年度、精一杯頑張ります。ど

うぞよろしくお願い致します。 

細川幹事 今年度幹事を仰せつかりました。1年度

よろしくお願い致します。 

藤原会員 岡本会長、頑張って下さい。 

宮田会員 岡本会長、細川幹事の新しい年度を祝し

て。 

佐藤会員 献血活動、参加できず残念でした。よい

活動結果で本当に良かったです。 

百済会員 岡本会長、細川幹事、今年度よろしくお

願いします。 

岩﨑会員 新年度、岡本会長、細川幹事の船出を祝

して。 

金子会員 岡本会長、細川幹事一年間よろしくお願

いします。精一杯応援させて頂きます。 

佐井会員 岡本会長、細川幹事、1年間宜しくお願

い致します。 

岩橋会員 岡本会長、細川幹事、1年間よろしくお

願い致します。また、米山のチーちゃん

をよろしくお願い致します。 

 

自己紹介   米山奨学生 レ グェンタン チー 

世話クラブのみな様、こんにちは。 

大阪商業大学大学院 2年生のレグェンタンチーと

申します。ベトナム出身です。 

今年度、東大阪中央ロータリークラブの奨学生とし

て採用して頂き、誠にありがとうございました。新

型コロナウィルスの影響でみな様とお会いが遅くな

り、とても寂しかったです。これからどうぞ、よろ

しくお願い致します。 
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さて、少し自己紹介をさせて頂きたいと思います。 

初めに、出身について、お話しします。私はベト

ナムのハノイから参りました。ベトナムと言えば、

南部にあるホーチミン市を知っている人が多いだと

思いますが、ハノイ市は北部にあるベトナムの首都

です。ホーチミン市に次ぐ第 2都市です。ハノイは

ベトナムの政治と文化の都で、1000年以上の歴史の

古い町です。ベトナムの歴史、文化、食べ物を調べ

たい方は、是非お越しください。私がおススメ致し

ます。もしチャンスがあれば、自分でも案内したい

と思います。 

そして、これはよく聞かれている質問ですが、なぜ

日本に留学したのかという質問です。実は、私は小

さい頃から、「あなたは日本製の粉ミルクで育ったの

よ」と両親に自慢気に言われてきました。その時、

「日本ってどんな国だろう。なぜ日本の粉ミルクが

良いのか」と疑問に思って父に聞くと、「日本製は安

全・安心なんだよ」と答えてくれました。その時の

私は、なぜ安全・安心なのかはよく分かりませんで

したが、記憶に残った日本の印象はすごく良いもの

でした。大人になったら、日本商品の素晴らしさだ

けではなく、日本の文化や日本人の勤勉性など人間

性にも関心を持っていましたので、ベトナムで毎年

行われている桜祭りにボランティアとして参加する

ようになりました。そして、いつの間にか日本で教

育を受けたい、日本のモノやサービスの素晴らしさ

を体験したいと思っていました。外国人である私の

視点で周りの世界を体験して、理解したいと思うよ

うになりました。 

そして、日本に留学日はやっと来ました。いつも

隣に家族がいる私は、日本に来たばかりの頃はとて

も大変でした。勉強だけではなく、アルバイト、ボ

ランティア活動、家事また、名前がないやることが

たくさんあります。全部責任を持って自分でしなけ

ればなりません。ところが、そのおかげで、私は生

活の計画を作る習慣ができるようになりました。毎

週、毎月の短期、また 1年間、2年間の長期の計画、

目標を作り、手帳に記入し、時間を調整しながら使

っています。 

現在大阪商業大学大学院で、ベトナムの日系小売

業、特に「コンビニ」について研究中です。ベトナ

ムは 2007年 1月に WTOに加盟、2009年 1月以降は流

通サービス（卸売、小売、フランチャイズなど）に

おいて外資 100％参入を認めるようになった。ベトナ

ムは、生産拠点としてだけではなく、中間所得層の

急速な拡大もあって、消費市場としても期待され、

日本の小売業にも注目されている。そして、ベトナ

ムは屋台が盛んですが、経済発展につれて屋台から

コンビニのように近代的な小売業へ人が流れること

が予想され、そこに大きな可能性を感じています。  

現在のベトナム市場の状況、ベトナム政府の政策、

外資企業の課題を挙げて、解決の糸口について考え

を深めたいです。 

学校以外の時間は、アルバイトをしたり、ボラン

ティア活動に参加したり、趣味の時間を取ったりし

ています。アルバイトについて、私は調理のアルバ

イトをやっていました。厨房は女性に大変な仕事だ

と思われるかもしれませんが、私にとってはとても

面白い体験です。料理は日本の文化を表すと思いま

す。どんな食材、どんな調味料から本場の料理を作

るのか、そして、出来た料理を味見するチャンスも

あります。いつの間にか料理は私の趣味の一つにな

り、ベトナム料理を紹介するため、自分でベトナム

料理を作り、周りの人に挙げます。今、新型コロナ

ウィルスの影響でアルバイトは無くなりましたが、

これは私のとても大切な記念です。そして、ボラン

ティア活動にも参加しています。主に大阪国際交流

財団（OFIX）の活動と東大阪市の活動です。この

中、1地番好きなことは、大阪府内の学校へ行き、国

際交流授業をして、ベトナムのことを学生たちに紹

介します。それに対して、他の国のボランティアさ

んも彼らの国について紹介してもらいます。また、

日本の教育にも少しでも体験して、理解するチャン

スです、非常に意義で楽しい活動だと思います。ま

た、私の趣味は撮影なので、時間があれば、カメラ

を持って、外を出て、周り町、人、花、バスなどを

撮りに行きます。周りのライフを観察し、感覚して

いる私ならではのやり方です。 

今回、奨学生としてロータリー米山記念奨学会東

大阪中央ロータリー世話クラブに入るチャンスがあ

り、心より感謝いたします。これから、みな様から

のご経験、ご体験を学び成長させて頂きたいと思い

ます。ご指導をどうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

以上で、私の自己紹介になります。ご清聴ありがと

うございました。 
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