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本日の行事予定 (2014 年 11 月 28 日) 

第 2995 回 
卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：津島市立図書館副館長 

      園田俊介氏 

演  題：『シルクロードを旅する』 

 
先回の記録（例会） 

第 2994 回 ’14 年 11 月 21 日（金）晴れ 

卓話担当：梶浦興蔵君 

講  師：名古屋国際センター 

語ろうマイスター ロン・ハー氏  

演  題：『ベトナムの歴史と文化』 

ストレッチ体操 田中正明君 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

ソングリーダー  伊藤誠君 

会 員 総 数  67名   10月 31日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    11名 

本日出席会員  53名     MAKEUP会 員    11名 

本日の出席率 79.10％   訂 正出席 率  100％ 

超 過 出 席 相羽あつ子君、浅井賢次君、古川

弘一君、後藤務君、幅辰雄君、服部貴君、服部則

仁君、堀田力男君、稲川明俊君、伊藤彰浩君、伊

藤幸蔵君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊

藤祥文君、梶浦興蔵君、加藤則之君、加藤隆朗君、

河西あつ子君、小林啓子君、前田昭生君、松本浩

義君、三谷栄一君、大河内勝彦君、住田由純君、

杦田勝彦君、高木輝和君、宅見康悦君、矢田潔君、

山田勝弘君、山田章博君、山本達彦君、安江正博

君、八谷潤一君、余郷利彦君（第 2回ワールドフ

ード＋ふれ愛フェスタ） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

世の中には『出来過ぎた偶

然』が間々あります。一例を

紹介します。 

 ジョン・Ｆ・ケネディ米大

統領が南部テキサス州ダラ

スで暗殺されたのが 1963 年

11月 22日、明日で 51年になります。 

 「ニューフロンティア精神」を掲げ、「アポロ

計画」で人類を月に送ると唱えた若きリーダーの

人気は半世紀を経た今も高く、国民の大半は、暗

殺に政府機関や外国政府が関与したとする陰謀

説を信じています。ケネディ伝説は輝きを失って

いません。暗殺の真相が今なお解明されていない

ことも人気の要因です。 

 3年後の 2017年 10月に捜査資料をすべて公開

すると法律に定めていますが、果たして真相は…

…？ 世界中が注目しています。 

ところで、アメリカの大統領の中で最も人気が

あった大統領と言われているのはジョン・Ｆ・ケ

ネディで、アメリカの大統領の中で最も偉大な大

統領と言われているのは

リンカーンです。実は、ケ

ネディ大統領とリンカー

ン大統領には意外な共通

点が幾つかあります。 

1. リンカーンが初めて国会議員になったのは

1846年、ケネディが初めて上院議員になった

のは 100年後の 1946 年でした。 

2. リンカーンは 1860 年に、ケネディは同じく

100年後の 1960年に大統領になりました。 

3. 両大統領とも暗殺で殺害されています。 

4. ケネディ大統領が暗殺されたときに乗ってい

た車はフォードの「リンカーン」でしたが、

リンカーン大統領が暗殺されたのはフォード

劇場でした。 

5. 暗殺後の次期大統領に選出されたのは、リン

カーン大統領の場合、副大統領のアンドリュ

ー・ジョンソンでしたが、ケネディ大統領の

時も副大統領のリンドン・ジョンソンが次期

大統領に選出されました。 

6. 両暗殺の犯人はアメリカ南部出身、両人とも

裁判前日の金曜日に殺害されています。 

この 2人の現象は『出来過ぎた偶然』かもしれ

ませんが、100 年後の 2060 年のアメリカ大統領

が気になるところです。 
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ニコボックス報告 第 2994回分 

杦田勝彦ニコボックス委員 

上田博行君（あまＲＣ） お

世話になります。 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①卓話

講師にＮＩＣ（名古屋国際セ

ンター）の語ろうマイスター、

ロン・ハ―氏をお迎えして。

②津島市立図書館長の飯谷貞

次氏と愛西市中央図書館長の

棚橋よし子氏をお迎えして。 

安江正博会長 梶浦興蔵君、本日の卓話よろしく

お願いします。 

梶浦興蔵君 卓話を担当します。 

鈴木吉男君 ネパールの一番古い（1959年創立）

ロータリーであるカトマンズ・ロータリーに出席

してきました。ヒマラヤの山々も大変きれいに見

えました。心が洗われる思いでした。 

安江正博君、三谷栄一君、宅見康悦君、山本達彦

君、幅辰雄君、伊藤幸蔵君、後藤務君 海外から

無事に帰ってきました。 

伊藤幸蔵君 タイでゴルフ、実力通りでした。い

いスコアで回りました。 

高木輝和君 後藤務君の海外の会社を見学して

きました。感動しました。 

浅井賢次君 ①高木さん、三谷さん、伊藤幸ちゃ

ん他無事帰国おめでとう。楽しかったことでしょ

う。また話を聞かせてください。②17 日に、名

古屋栄ＲＣの公開例会「3.11…あの日を忘れな

い」に山田（章博）君と出席、実感のこもった話

を聞いてきました。③鈴木吉男君、カトマンズか

ら無事帰国おめでとう。余郷さん入り口でニコボ

ックス応援、ご苦労様です。 

加藤則之君 海外から帰還の皆さん、無事でホッ

としております。 

寺田晏章君 タイ訪問ご一行様の無事のお帰り

を祝して。但し、いろいろの感染症の潜伏期間は

3 ヶ月～3 年だそうです。今後共、くれぐれもご

自愛ください。 

宇佐美三郎君 年末に向かい風邪などめされな

いようにお願いします。 

服部貴君 松崎先生、お世話

になりました。 

児玉昭君、余郷利彦君、山田

章博君、杦田勝彦君、鶴見治

貞君、八谷潤一君、高木輝和

君、伊藤幸蔵君、住田正幸君、

服部則仁君 ウィークリーに

写真が載りまして。 

河西あつ子君、矢田潔君、寺島淳

一君、伊藤祥文君、生田達一君 そ

の他。 

 

卓 話 

卓話担当：梶浦興蔵君 

講  師：名古屋国際センター 

語ろうマイスター ロン・ハー氏  

演  題：『ベトナムの歴史と文化』 

 

 

 

 

 

 

 

【プロフィール】 

学歴：ベトナムホーチミン市師範大学歴史学科卒

業。日本福祉大学大学院国際社会開発研究科修

士課程修了。 

ベトナムにて：Festival 旅行会社のガイド、イ

ンバウンツアー管理担当。ホーチミン市師範大

学歴史学科の教員。矢崎ＥＤＳベトナムの日本

語通訳、管理部総務課管理担当。 

日本にて：クレア安心福祉、介護職員。名古屋南

高校、外国人生徒支援員(2012 年迄)。介護付

き有料老人ホームゴールドピアみささが介護職員。 

社会活動：愛知万博のボランティアリーダー。セ

ントレア国際交流講師。ＮＩＣ（名古屋国際セ

ンター）地球市民教室の登録講師。2011 年度

は名古屋国際センターの「世界語ろうマイスタ

ー」受任。アジア高齢者・障害者介護福祉協力

会。 

 

ベトナム社会主義共和国の一般事情 

1. 地理 東南アジアのインドシナ半島東岸にあ

る南北に細長いＳ字型をしている国。北を中

華人民共和国と、西をラオス、カンボジアと

国境を接する。東は、南シナ海に面し、フィ

リピンと対する。国土は南北 1,650 ㎞、東西

600 ㎞に広がる。沿岸の総延長距離は 3,260

㎞である。 

2. 気候 北部は温帯モンスーン気候で、四季が

ある。南部は熱帯モンスーン気候に属し、雨

季（5 月～10 月）と乾季（11 月～4 月）があ

る。平均気温は 21度～27 度である。 

3. 面積 331,957㎢ （2012年現在） 

4. 人口 約 8,878万人（2012 年現在） 

5. 首都 ハノイ 最大の都市：ホーチミン 

6. 民族 キン族（越人）約 86％、53 の少数民族 

（中国系は 3％） 

7. 言語 ベトナム語 

8. 宗教 仏教（80％）、カトリック、カオダイ、

ホアハオ教他 



     

 

- 3 - 

第 2995 回例会                                                               

9. 略史 千年を超える中国支配を経験した中国

文化圏最南端の国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治  

社会主義共和制。共産党による一党支配。元首

は主席で任期は 5年。議会は 1院制で、最大 500

議席。任期は 5年。 

 

経済 

1. 主要産業：農林水産業、鉱業 

2. ＧＤＰ：1,377億米ドル（2012年） 

3. 1人当たりＧＤＰ：1,528米ドル（2012年） 

4. 経済成長率：5.1％(2012 年)(前年同期は

5.9％） 

5. 物価上昇率：9.2％（2011年との比較） 

6. 失業率：3.3％（2012 年） 

7. 通貨：通貨の単位はドン、100 円＝21,000 ド

ン（2013年 10月現在） 

 

世界遺産 

ユネスコの世界遺産リストに登録された文化

遺産が 4件、自然遺産が 2件、無形遺産 5件ある。 

1. フエの建造物群／19 世紀に阮朝の都として

さかえたフエの宮城や皇帝陵など。 

2. ホイアンの古い町並み／貿易で栄えた港町。 

3. ミソン聖域／4世紀後半、チャンパ王国によ

り建てられたヒンドゥー教や仏教の寺院や

神殿。 

4. ハロン湾／海面から突き出した島と奇岩が

つくる自然景観。 

5. フォンニャ・ケバン国立公園／フォンニャ洞

窟の鍾乳洞。 

6. タンロン遺跡／10世紀の李王朝の王城。 

7. 無形文化遺産－ベトナムの雅楽 

8. 無形文化遺産－ベトナム中央高原における

ゴングの文化的空間 

9. 無形文化遺産－クアン・ホ民謡 

10. 無形文化遺産－ベトナム版雅楽カーチュー 

11. 無形文化遺産－ゾンフェスティバル 

祝祭日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムの挨拶 

こんにちは Xin
シン

 chao
チャオ

   ありがとう Cam
カ ム

 on
オン

 

さようなら Tam
タ ム

 biet
ビエト

  すみません Xin
シン

 loi
ロイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会 

田中正明社会奉仕副委員長 

 安江正博会長より飯谷貞次津島市立図書館長

と、棚橋よし子愛西市中央図書館長に、書籍や資

料の目録をお渡ししました。第 1回作品賞を受賞

した郷土の作家・稲葉真弓の“ホテル・ザンビア”

が掲載された『作品』創刊号もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 略    史 

1883 仏の植民地化 

1945 ベトナム民主共和国成立 

1946 第 1次インドシナ戦争はじまる 

1954 ジュネーヴ協定により南北分割 

1960 ベトナム戦争はじまる 

1965 米軍直接介入開 

1973 パリ和平協定、米軍の撤退始まる 

1975 サイゴンが陥落、ベトナム戦争終結 

1986/12 ドイモイ（刷新）政策開始 

1992 越中関係正常化 

1995/7 越米国交正常化/ＡＳＥＡＮに加盟 

1998 ＡＰＥＣに参加 

2003 日越投資協定締結 

2007/1/11 ＷＴＯに正式加盟 
 

日 付 祝祭日名 備 考 

1 月 1 日 正月(Tet Tay)  

旧暦 12月 31日

～1月 3日 

旧正月 

(Tet Nguyen Dan) 

2014 年は

1/30～2/2 

旧暦 3月 10日 フンヴォンを祭る日 
2014 年は

4/9 

4 月 30日 南北開放記念日 
サイゴン陥

落 1975年 

5 月 1 日 国際労働日  

9 月 2 日 建国記念日 
独 立宣 言

1945年 

※フンヴォン＝紀元前にベトナム北部を統一した王家 

津島市立図書館寄贈目録 
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次回例会 
第 2996 回 ≪クリスマス家族例会≫ 

■例会変更 12月 5日(金)⇒6日(土) 
 場所：ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 2F「天守の間」 
 時間：17：00～19：00 
 バス：15：45 津島商工会議所出発 

お知らせ 
■津島東高校ＩＡＣ参加事業 
  “神守地区いきいきウォーキング” 
  と き：11月 30日（日）9：00～  

ところ：神守小学校集合 
（※メークアップ対象です) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日、例会終了後に役員・理事・委員長会議

を行いますので、該当の方はご出席願います。 

2. 次回の例会は 12 月 6 日（土）のクリスマス

家族会です。5日(金)のホーム例会はありま

せんのでご注意ください。 

3. 12月11日(木)に今月のゴルフ例会があります。 

4. 12月 12日（金）の例会時に年次総会を開催

します。 

5. 12月 12日（金）午後 6時より「魚しま」に

て役員・理事・委員長の忘年会を開催します。

本日、該当の方にご案内を配付しました。 

6. 本日、『ロータリーの友』12 月号をお配り

しました。 

7. 12月のロータリーレートは 1ドル 112円です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 28日（金）第 2995回 幹事報告 
 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋和合 RC 12/3 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋東 RC 12/8 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 12/8 月 キャッスルプラザ 

尾西 RC 12/8 月 尾西信用金庫本店 

稲沢 RC 12/10 水 林商事ビル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 12/10 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮 RC 12/11 木 一宮商工会議所 

名古屋北 RC 12/12 金 名古屋東急ホテル 

尾西 RC 12/15 月 尾西信用金庫本店 

名古屋城北 RC 12/16 火 栄東急イン 

名古屋名南 RC 12/16 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

尾張中央 RC 12/17 水 名鉄グランドホテル 

名古屋名駅 RC 12/17 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋西 RC 12/18 木 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋みなと RC 12/19 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

あま RC 12/22 月 名鉄グランドホテル 

名古屋守山 RC 12/24 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋東南 RC 12/24 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 
 愛西市中央図書館寄贈目録 

←『尾西織物案内』 

←『日本少女の 

米国日記』 

 

月刊誌『作品』 

↓『瞑想』 

↑『神野金之助重行』 

←『白椿～赤水歌集～』 

三谷栄一副会長 

野々山勝也幹事 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

山田章博会場委員 

12月のメニュー 

12月 6日(土)  フルコース 
12月 12日(金) 寿司 
12月 19日(金) 刺身・茶碗蒸し 
12月 26日(金) 弁当  

その他 


