
第１２７４回例会 ４月１９日（金）五人組ディスカッション    百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１２７５回例会 ５月１０日（金）新旧理事役員会⑪       ホテルモリノ 

第１２７６回例会 ５月１９日（日）～２０日（月） 会長幹事ご苦労様会  箱根湯本『河鹿荘』 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】                 ホテルモリノ 

【S.A.A .】                鈴木 昭弘 委員長 

【ソング 】    ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆プロボクサー 黒田 雅之 様 

（IBF 世界フライ級４位） 

※5月 13日に後楽園ホールで行 

われるタイトルマッチのお知らせと、 

4月 14日の壮行会（川崎フロン 

ティアビルにて）の案内。 

【会長報告】              大野 勉 会長 

１． ガバナー事務所より、ＧＷ休暇の 

お知らせ。 ４月２７日（土）～  

５月６日（月） 10日間 

２．2019-20年度ガバナーより、 

地区大会第 1回実行委員会の 

案内が届く。 

4月 25日(木) 17:00～18:30 川崎商工会議 2階 会議室 

３．横浜南ロータアクトクラブより、「第 12 回 タバコの吸い殻拾

い&ウォーキング」の案内。 

５月１２日（日） 10:30～12:30 蒔田公園～大通り公園  

4月 26日（金）登録締切 ※参加希望の方は事務局迄。 

４．横浜市営地下鉄 3号線延伸早期完成期成同盟会より、 

第 1回役員会開催の案内。 

4月 17日(水) 16:00～ 昭和音楽大学北校舎会議室 

【幹事報告】報告事項はありません。 宇津木 茂夫 副幹事 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1273回 32 20 12  62.5％ 

1272回 32 24 8 6 93.8％ 

1271回 32 23 9 9 100％ 

【ニコニコ委員会】            杉山 遼 委員長 

 第 1273回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    18件 ￥18,000 

●会員 

◇大野勉会長【昨日はお疲れさまでした 】 

◇親松明会員【足が痛いです。歩くのがやっとです。ごめんなさい】 

◇川崎航会員【勉強会とＢＢＱ非常に楽しかったです。有難う 

ございます！】 

◇鈴木昭弘会員【黒田君タイトルマッチガンバレ】 

◇鈴木憲治会員【本日の卓話よろしくお願いします】 

◇長瀬敏之会員【さむいですね】 

◇中山隆弘会員【ポスターはがしよろしくお願いします】 

◇臼井勉会員 ◇宇津木茂夫会員 ◇梅澤馨会員 

◇木村良三会員 ◇佐藤達弥会員 ◇杉山遼会員 

 

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1273回 例会記録 2019年 4月 12日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 

 



◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇花輪孝一会員 

◇森啓伊会員 ◇門間亜砂子会員  

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】        臼井 勉 副委員長 

 第 1273回(件数) 合 計 

Ｒ . 財 団    5件 ￥30,500    

◇鈴木憲治会員【昨日の高良勉強会有難うございました。 

今日の卓話よろしく！】 

◇臼井勉会員 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木豊成会員  

◇山下俊也会員      ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】      門間 亜砂子 委員長 

 第 1273回(件数) 合計 

米山記念奨学 4件 ￥45,000    

◇鈴木憲治会員【今日の卓話よろしくお願いします】 

◇梅澤馨会員 ◇鈴木昭弘会員 

ご協力有難うございました。 

【会員卓話】  川崎麻生RCの国際奉仕  鈴木 憲治 会員 

 

 

 

 

 

ベトナムへの奉仕活動について 

1）クラブ創立２０周年記念事業でフェ外国語大学支援を決定 

●皆さんからの寄付で支援がスタートしました！ 

■元米山記念奨学生ミアンさんの世話クラブを受け彼女の向

学心に賛同する 

■ベトナム・国立フェ外国語大学（日本言語文化学部）を支援

決定とする     ※教材等の不足が著しい現状を確認 

2）ロータリー米山奨学事業との出会い 

■現地にて採用する新米山制度の研究を模索（3年の試行プ

ログラム） 

■ベトナムにて採用することに決定（ベトナムホーチミン市） 

■2008年に当地区が採用試験を担当する 

※クラブマンネリ化へのカンフル剤（全員の参加によるクラブ

活性化）  ※5年間継続して支援することを決定する 

（結果的に、クラブ創立25周年記念事業まで継続） 

現地採用奨学金について 

■米山奨学事業新制度改編の目玉としての位置づけ 

＊結果的に「新制度・海外応募者対象ロータリー米山記念奨

学金」に繋げる 

●経済的理由から来日することさえできない優秀な学生を海

外で見出し、日本に招聘して育てるプログラム 

 

 

 

 

 

 

●募集対象国：ベトナム(ホーチミン) 

●渡航費・授業料を全額支援（初年度１人当り年間 400万円、

２年以降一人当り年間 200万円） 

●奨学金：月額 7万円 ■家賃補助費：上限 5万円 ■渡日一

時金 5万円 

●大学の修士・博士課程への入学 

●採用数：2007年度から毎年 2名採用し、計６名を採用 

●将来、母国に帰り日本留学で得た知識や技術を母国の発

展に役立て、リーダーとして活躍する人材となることが期待

される    

※一定の評価を得るため 2007年度採用から３年間の試行。 

新･海外応募者対象ロータリー米山記念奨学金 

＜海外から日本の大学・大学院へ直接入学予定者対象＞ 

☆海外に居住する日本留学希望者が応募できるプログラム 

米山奨学生の始まりは現地採用型 

施行国の条件とは（第一期施行国：ベトナム） 

●国情が安定している発展途上国 

●国の高等教育機関が十分ではない 

●日本留学後の母国に受け皿があること 

●信頼できるロータリークラブや学友ネットワークがあ

ること（現在は、ロータリ―クラブの国情から） 

●空前の日本語熱沸騰し日本語ブーム 

（近年日本語試験への応募は東南アジアでトップ） 

第３回合格者 

●最終の３年目の 2009年度 3期生の採用試験に当地区が指

名を受ける 

※最終面接の実施：2008年 12月 18日（木）ホーチミンにて 

 面接官：清水良夫ガバナー、鈴木憲治委員長、フイン・ムイ 

 博士（ベトナム私立大学タンロン大学創設者)、坂下博康事

務局長   応募者：１０名 ＊応募条件を絞ったため 

●募集開始：2008年８月 ベトナムにて＊問い合わせ約 50件 

応募条件：文科系と日本語能力３級以上に絞る 

●合格者２名のうち１名を当クラブが世話クラブとなる。 

ホ・ダン・ミ・アン（フエ外国語大学教師、 

研究テーマ：初級日本語の教え方） 

カウンセラー：鈴木憲治 

＊ABK日本語学校（日本語研修）⇒ 

拓殖大学大学院 川上研究室に入学 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

世界遺産の街・フエ市にある、フエ外国語大学。ベトナム国立

総合大学・フエ大学に属しています。 

2012年 2月 4日ミアンさんの母校であるフエ外大（日本語・文

化学科）へ教育資材と寄付金の贈呈に訪れました。当日は、

総勢 14名の会員とともに現地フエ外大を訪問し、初年度寄付

金２０万円、デジタルカメラ等の贈呈式を行いました。 

寄贈明細：寄付金 20万円、ビデオカメラ、ICレコーダー、デジ

タルカメラ、メモリーカード、日本語敬語トレーニング書、ビジネ

スマナー書、日本語使い分け事典、新明解大辞典、漫画単行

本７０冊等 

 

 

 

 

 

 

 

日本語学科の学生さんからは、日本語歌謡曲の披露、よさこ

い踊りのパフォーマンス、又大学関係者からは、学内見学後

歓迎パーティーの歓待など、心に残る交流が図れました。 

また、フェ市内にある徳山寺孤児院へ訪問し、ベビーキルト、

マンガ本子供靴等を寄贈しました。 

●2013 年春、ミアンさんは３年間の留学を終え無事に修士号

を取得して卒業。スピーチの最後に「米山奨学生だからこそ、

この 3 年間、一日も休まず緊張感を持ちつつ、勉強や交流な

どに力を尽くしました。全国のロータリーの皆様のご寄付のお

かげで、ずっと憧れていた日本留学の夢が実現できたことに

感謝申し上げます。今後も交流を続けて、ベトナムと日本の懸

け橋として頑張ります」と締めくくる。 

●その後も、創立 20周年記念事業として、フエ外国語大学へ 

図書贈呈などの支援を５年間続けました。 

※2014年 6月 図書を持参し贈呈式を実施。 

※2014年 9月 図書を送付。 

※同年 10月 来日したミアンさんへ図書とパソコン１台を贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木憲治会員談「これからも制度が新しくなっても、ミアンさん

との繋がりは続けていきたいと思っております。」 

【四つのテスト】 花輪 孝一 会員  【点 鐘】 大野 勉 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェ外国語大学 

 

 

 

 

 

2014 年６月９日 図書贈呈式 

フェ外国語大学 学長 

TRAN VAN PHUOC氏 

 

2014 年 10 月 27 日図書２６冊を 

贈呈  日越文化交流室内にて 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：鈴木 豊成 委員     写真：川﨑 航 委員長 

 

 

例会終了後、３月１２日に設置したポスターを撤去 

４月１１日（木） 第二回３クラブ（川崎西北 RC・川崎百合丘

RC・川崎麻生 RC）合同研修セミナーが琴平会館にて行わ

れ、高良明地区パストガバナーの講演がありました。その

後の懇親会では、３クラブの親睦を深めました。 

 

 


