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ロータリーへ感謝 

本日の例会 会員卓話（チャーターメンバー）富田耕司 会員                 次回例会 年次総会 

《米山記念奨学生 卓話》 

外国人から見る日本の良さについて 

レーチュンハイ君 

 

「私の街ダナン市」 

面積 ：1,285?(6 区２県) 

気平均最高気温 28.3° 平均最低気温 23°  

人口総数約：122 万人（2019 年時） 

平均年齢：30.5（2019） 

ダナンは世界で最も清潔な都市の 20 リストに入って

いる。南中部に位置するダナン市は山と平野、海があ

る。 

ダナン市は海に面している街であるため、海の街とも

呼ばれている。 

      日本との姉妹都市：  

  川崎市・堺市（大阪サカイ市） 横浜市 

 

ビジネス面で、

2017 年にベトナ

ムが議長国を務め

る「APEC（アジア

太平洋経済協力）」

の首脳会議開催地

となり、空港やホ

テル等のインフラ

建設がすすんだ。 急速な経済成長に伴い、市民の生

活の質も向上してきており、コンビニ・ショッピング

モール・大手チェーン・病院・学校などの基盤が整い

つつあると共に、業種の多様化が進んでいる。 

 

橋の街 

 

ドラゴン橋 

毎週土曜日に噴火と噴水活動あり 

HAN 橋（回る橋） 

 

 

 

HAN 橋（回る橋） 
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【本  日】 会員数42名  出席 24名  欠   席  7名   出席規定免除会員 （11） 出席 5名  ビジター0名 出 席 率  --.--％

【前々回】会員数 42 名   出席  24 名 メークアップ--名   出席規定免除会員（11）出席 5 名          修正出席率   --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



国際花火大会 

  

毎年の 4 月になると、ダナン市は国際花火大会でにぎ

わう。この大会は 1 週間にわたり開かれる。この際、

飲食とワインフェスティバル、カン川における花の船

のパフォーマンス、ボートレート、芸術展示会、古典

音楽などが披露される。 

 

海の街 

 

 

外国人から見る日本の良さについて 

外国人の受け入れ 

在日外国人数：282 万 9416 人 

（出入国管理庁の 2019 年 6 月末の発表により） 

素晴らしい日本 

・戦敗に立派な成長に達成することが出来る。 

・震災の被害が多いにもかかわらず、復旧スピードが

速い。 

・などなど 

それらの成功のもとは日本人にあるのが間違いない。 

日本では 

・自然資源があまりないとよく言われていますが、人

そのものが豊かな資源であると私が思っています。 

・自分に対する厳しい、 

・仕事に対する責任感が高い、 

・人に対する思いやり心 

残念ながら 

長い間、日本で生活している私は日本のことが好きに

なって、日本のことを調べれば調べるほど、日本の良

さは山ほどたくさんあります。 

ところが、日本人はそういうことを気付かなくて、当

たり前のように考えてしまうのです。 

外国人から見る日本の良さと 

日本人から見る日本の良さが違う。 

 

高橋純子（JUNKO) 

 

1995 年 9 月にベト

ナム中部の都市ダ

ナンに近いクァン

ナム省ディエンフ

ォック村の小学 

を改築した。 

村人は感謝の意を

込めて、この小学校

を「JUNKO School」と名づけます。 

 

留学生活で得られたこと 

 

2019年4月に米山ロータリー奨学生として選ばれた。 

 

奨学生として得られる事 

・他人の話を聞きながら自分のことも振り返る機会 

・人間関係の大切さを感じること 

・人生の価値観が変化していく 

つまり、たくさんの人々と出会えること、他国の友達

と出会えることは大事。 

 

 

《会長挨拶》 

近藤竜一 会長 

私の会社は野菜、フルーツを加工する食品工場とし

て営業しています。 

品目として、産業給食用の冷凍総菜品、業務用カット

野菜、フルーツ加工品等でありますが、お客様が安心

してご使用頂けるよう、信頼性の高い商品作りに注力

しています。その一環として食品マネジメントシステ

の導入を行っております。 

 現在 HACCP の認証を取得しており、更に JFS-B の取

り組みを行っております。今日は、その概要をご説明

いたします。 

 HACCP とは、1970 年代にアメリカで導入され、世界



各国で使用されている衛生管理手法であり、Hazard 

Analysis（危害分析）and Critical Control Point

（重要管理点）の頭文字の略で、食品の製造や管理の

過程における様々な危害要因を分析し、その危害要因

を除去、低減するのに特に重要な工程を管理すること

で食品の安全を確保する手法のことです。 

 JFS とは、農林水産省の後押しを受け、「食品安全

マネジメント協会（JFSM」が作成した日本独自の規格

であります。 

 
 

 
《幹事報告》            

松尾重巳 幹事 

１．来 信 

 

・国際ロータリー 

 ザ・ロータリアン 11 月分 

 

・国際ロータリー日本事務局 

 ①11 月ロータリーレート 1 ドル 104 円 

 ②ロータリー財団月間/リソースのご案内 

 ③2019～2020 年度 ロータリー財団年次寄付一人

当たりの寄付額 2 位表彰バナー 

 

・ロータリーの友事務所 

 ①ロータリーの友 11 月号 

 ②お知らせとお願い 

   

・ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信 11 月号 

 ②米山奨学生研修旅行について（お願い）、日程表 

 ③米山記念奨学生出前卓話（USB）の送付について 

 

・佐世保ＲＣ 

 コロナ禍 クラブ例会アンケート集計結果 

 

２．伝達事項 

 

①写真付きの会員名簿が出来ましたので皆さまの

セルフＢＯＸへ配布しております。 

②明日 11/10 は鹿島ＲＣへ訪問のため事務局は不

在となります。 

③次回例会は 11/16（月）会員卓話 チャーターメ

ンバー富田耕司会員です。 

 

《委員会報告》 

蒲池芳明 指名委員長 

11 月 13 日、第 2 回目の指名委員会をグランドファー

ストイン佐世保にて開催致します。18：30 より開始

しますので、関係各位の会員の皆様、出席をお願いし

ます。 

茶村亜子 国際奉仕委員長 

国際奉仕委員会の今年度の取り組みとして、文房具を

11 月に集める活動で、多くの皆様にご持参いただき

ありがとうございます。豊島会員、福田会員、古賀会

員より現金を頂きました。ありがとうございます。引

き続きよろしくお願い致します。 

 

村瀨高広 前年度幹事 

会員名簿ができました。セルフボックスに入れてます。 

 

村瀨高広 ロータリー情報委員長 

・11 月 14 日（土）家庭集会 17：30 セントラルホテ

ル前集合、18 時半～ 

・ロータリーの友の紹介 縦書 Ｐ4～Ｐ8 

 

村瀨高広ＩＭ実行委員長 

協力のお願い、組織表、チラシ 

  

 

《ＲＩ情報》 

国際協議会 

国際ロータリー理事会は、参加者の健康と安全を最

優先に考え、2021 年国際協議会をバーチャル形式で

開催（2021 年 2 月 1～11 日）するという決定を行い

ました。 

ガバナーエレクトと選ばれたローターアクターが

バーチャル形式で集い、奉仕活動のインパクト、世界

で良いことをと行うロータリアンとローターアクタ

ーの力、ストーリーを伝えることの重要性といったト

ピックについて話し合います。また、会員増強にも焦

点をあて、ロータリーのリーダーがロータリーの成長

においていかに会員をエンパワメントできるかにつ

いても扱います。 

ガバナーエレクトのパートナーは独自のプログラ

ムに参加し、ロータリーの行動計画や会員増強、奉仕、

ロータリー財団プログラムや取り組みについて話し

合います。 

全参加者が、オンラインでのフォーラム、演習、チ

ャレンジに参加し、次年度への準備を整え、インスピ

レーションを高めます。招請された参加者によるバー

チャル学習プラットフォームへのアクセス方法に関

する情報は後ほどお送りいたします。 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 中島閏二） 

本日の合計  42,000 円    累計 330,000 円 

新型コロナウイルスおよびポリオ根絶活動への 

影響に関するロータリーの声明 

世界のどこであろうと、新型コロナウイルス

（COVID-19）の影響を受けていない人は誰一人として

いないようです。ワクチンがまだ存在しないウイルス

のパンデミック（世界的大流行）に直面する今、ポリ

オ根絶活動をどのように続けたらよいのかと考えて

いるロータリアンもいるでしょう。ひと昔前、世界は

ポリオウイルスによって同じような状況に直面して

いました。 

新型コロナウイルスのパンデミックに対応するに

は、全世界の連帯、そして世界規模の緊急活動が必要

とされます。既に数千人の従事者を有し、研究所と監

視システムの大規模ネットワークを備えた世界ポリ

オ根絶推進活動（GPEI）は、各国での対応支援のため

にこのリソースを活用できるようにする道徳的義務

があります。   

世界公共保健における結束がかつてないほど強ま

る中、ロータリアンが構築を支援してきたポリオ根絶

のインフラが、多くの保健ニーズだけでなく、新型ウ

イルスへの対応と拡大抑止のために既に活用されて

います。ポリオ根絶の従事者と資産が重要な存在とな

っているナイジェリア、パキスタン、アフガニスタン

では、GPEI パートナー団体の全スタッフが、監視、

保健従事者の研修、感染経路の追跡にあたっています。

また 13 カ国で、新型コロナウイルスの対応と対策の

ために、ポリオ根絶活動のボランティアが配置されて

います。 

ロータリーは、新型コロナウイルスによる緊急事態

がポリオ根絶プログラムの一部に影響を及ぼしてい

ることを認識しています。現在直面する新たな課題に

取り組むと同時に、最も重要なのは、すべての子ども

に安全にポリオワクチンを投与できるよう、ポリオ根

絶へのコミットメントを維持し、今年度のファンドレ

イジング目標である 5000 万ドルを集めることです。 

新型コロナウイルスの影響により、ポリオ根絶に対

する注目が逸れることは理解しています。だからこそ、

ポリオとの闘いに対してロータリアンが強いコミッ

トメントを保ち、これまでの成果を水の泡としないこ

とが何よりも重要です。 

 

 

《ニコニコボックス》  

早田貴志 親睦活動委員 

近藤竜一 会長、峯 徳秀 副会長、松尾重巳 幹事 

本日は、米山記念奨学生卓話です。レー君よろしくお

願いします。2740 地区内で他に松浦ＲＣ、ＨＴＢ佐

世保ＲＣ、平戸ＲＣでの出前卓話を既に実施されてお

り、好評を得ていると聞いております。 

 

我がクラブとしても非常に光栄なことです。同伴して

いただいている松田信哉会員ありがとうございます。

あと残すは11月25日の佐世保ＲＣと聞いております。

その前にホームクラブである北クラブでリラックス

して練習をして行って下さい。楽しみに拝聴させてい

ただきます。 

 

宮地正博様（OB 会員） 

先日は祝勝会を開いていただき、ありがとうございま

した。参加下さった皆様に感謝です。益々の北クラブ

の発展を祈ってニコニコ致します。 

 

永田武義君 

誕生日のお祝いをしていただき、ありがとうございま

した。 

 

米山奨学生カウンセラー 松田信哉君 

本日は、レーチュンハイ君の卓話です。レー君はこれ

までコロナに負けず、勉強に励んできました。松浦Ｒ

Ｃと平戸ＲＣでの出前卓話も非常に好評でした。あと

は佐世保ＲＣを残すのみとなっております。皆さん最

後まで拝聴下さい。なお、今週末は米山の研修旅行で

別府温泉に行ってきます。村瀨会員、家庭集会のお手

伝いできず、ごめんなさい。 

 

二ノ宮 健君 

結婚記念のお祝いありがとうございました。 

 

峯 徳秀君 小西研一君 

カルビスポーイのとくちゃん・けんちゃんです。先日

は、私たちのためにお祝いの会を開いていただき、あ

りがとうございました。就任を我がことのように喜ん

でくださる会員の皆さまのお気持ちにいたく感動し、

我が北ロータリークラブへの思いをあらたにした一

日でした。1 月にはＩＭの開催が予定されています。

皆さまと一致団結して邁進し、成功裡に収めることが

できればと考えていますので、どうぞよろしくお願い

します。 

 

平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 古賀新二君 

宮原明夫君 蒲池芳明君 渡会祐二君 松永祐司君 

公門新治君 船津 学君 西沢 寛君 茶村亜子君 

渥美大介君 村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 

田中博徳君 内海一洋君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君   

本日は米山記念奨学生レーチュンハイ君の卓話です。

楽しみにしています、頑張ってください。 


