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例会場：マ ロ ウ ド イ ン 飯 能

ロータリー財団月間
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橋
弘
当 番 石井君、市川(洋)君

・点 鐘 山川会長
・ソング それでこそロータリー
・米山記念奨学生 ホアン・フォン・チーさん
・卓 話 ホアン・フォン・チーさん
【会長報告】
マロウドさんには５年間、野村支配人、加藤マ
ネージャーにお世話になりました。大変よくして
頂き、いい気持ちで例会が出来た事、御礼申し上
げます。例会場変更後も会員各企業様にはマロウ
ド、ヘリテイジを交互にでも使って頂ければ有難
いと思うところです。
チーさんに奨学金、誕生プレゼントをお渡しし
ます
（拍手）
。
【幹事報告】
ｔａ．
１２／３第７回役員・理事会、ヘリテイジ飯能ｓ
日高の間。
地区大会の点鐘時間が変更。
１２／１０は
１８時。
クラブ協議会。
記念誌の原稿締切１２／３１、
飯能ケーブルテレビ、文化新聞主催、駿大協賛の
講演会「里山資本主義のススメ」を後援します。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・１２／９（火） 地区大会振替
・１２／１６（火） Ｘマス家族会１８：３０
・１２／２３（火）３０（火）例会取止
（定款６-１-Ｃ）
・１／１３（火） 新年会１８：３０
◇所沢ＲＣ
・１２／９（火） 地区大会振替
・１２／１６（火）１８（木）Ｘマス会に振替
・１２／２３（火） 法定休日により取止め
・１２／３０（火） 定款第６条により休会
・１／６（火） 定款第６条により休会
・１／１３（火） 新年会１８：３０

◇新狭山ＲＣ
・１２／８（月） 地区大会振替
・１２／２２（月）年末移動例会 神邉
・１２／２９（月）例会取止
（定款６-１-Ｃ）
・１／５（月） ９（金）新春例会
・１／１２（月） 例会取止
（成人の日）
・１／１９（月）１６（金）狭山３ＲＣ合同例会
【委員会報告】
◎職業奉仕委員会
川口君
（行）
委員長に
５０周年記念誌の原稿は直接吉田
縦・横書き、
どちらでも可。
提出なら１２／３１でも可。
◎５０周年記念誌事業委員会
吉田（行）君
原稿は出来たら１２／２４にご提出下さい。カメ
ラマン出張あり。その他、改めて検討します。
◎出席委員会
馬場君
地区大会９
：
３０点鐘に変更、南口出発は７
：
３０。
制服着用。欠席予定者が多いです。
◎雑誌委員会
松下君
『友』１１月号。横組Ｐ１６、１１／３～９は「世界イ
ンターアクト週間」
。
大阪・和泉市のＩＡＣが新入生
歓迎を兼ねサツマイモ１
０００株の植え付け。鹿児
島・川内商工高校ＩＡＣのエコキャップ運動。
東京
・
大森学園高校ＩＡＣのおもちゃの無料修理、等。
縦組表紙は紅葉の清水寺。
Ｐ１９
「酒の歴史」
紀元
前から製造。
中世、
錬金術師による蒸溜技術が酒
に応用され蒸留酒が誕生。日本酒は紀元前４世
紀から。
１５世紀、
蒸溜技術が入り焼酎が出来た。
日本酒→焼酎、ビール→ウイスキー、ワイン→ブ
ランデー、醸造酒をもとに蒸溜したものが各地に
ある。締め括りは「お酒を飲んでお金を無駄にす
るか。お酒を知らずに人生を無駄にするか」
。
【出席報告】無断欠席なし

馬場出席委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１１／１６（地区）間邉君、土屋（崇）君
１１／１７（地区）森君
１１／１８（日高）中里（忠）君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・マロウドインの皆様、長い間有難うござい
ました。安藤君、山川君、間邉君、小川君
髙橋君、矢島（高）君、服部君
・ホアン・フォン・チーさん、卓話有難うござい
土屋（良）君
ます。
頑張って下さい。市川（洋）君、
・お陰様で５３回目の結婚記念日を迎えられ
皆さんのお世話になっている事を感謝して
います。有難うございます。
細田（吉）君
・結婚記念日祝い有難うございました。塩野君
・早退
細田（伴）君、齋藤君、大野君、森君
本日計２５，
０００円、累計額５３３，
６１４円。
◎３日例会当番は和泉、市川（昭）会員です。
【卓
話】
講師紹介
土屋（良）米山記念奨学委員長
４月から受け入れているベトナムからの奨学生
です。期間は２年間。東京国際大学３年生です。

ベトナムの民族衣装について
米山記念奨学生

ホアン・フォン・チーさん

奨学生に採用されて半年、
さまざまお世話になり
ました。お蔭様で学校の勉強にも集中出来、アルバ
イトの時間も減らしました。経済的に助かる事はも
ちろん、国際的な交流等、貴重なイベントを経験し
知識を拡げる事が出来ました。月１回の例会参加で
ロータリアンの奉仕の精神をよく感じました。
もう一
つの大事な事は、奨学生になってたくさん新しい友
達が出来、短い時間だけですぐ仲良くなって、
すごく
楽しい６か月間を過ごしました。私の人生にとっては
これは絶対忘れない思い出になると思います。
ベトナムはどの辺にあるか分かりますか。東南ア
ジアの中心、南北に細長くＳの字型。私はベトナムと
日本は似てるんじゃないかなと思います。人口８３００
万人で世界１３位。国土は北部、
中部、
南部に分けられ
ます。北部に首都ハノイ。南部に最大都市ホーチミ
ン。地域によって気候、風俗、習慣、衣装が異なり、
ラオス、カンボジア、
中国と隣接しています。
皆さんは揚春巻き、生春巻きをご存知ですよね。
ベトナムの有名な食べ物です。
もう一つ、
日本のラーメ
ンのような
「フォー」
。朝ごはんはほとんど皆、
フォーで
す。私は毎日食べられます。
すごく美味しいです。
この３つは全部ベトナムの民族衣装です。地域に
よって服が違う。現在は洋服を着ていますが、
２０世
紀の頭までは伝統衣服を着ていました。
これは北部
の女性の服。
４枚の布を縫い合わせるシャツとサテ
ンのスカート、
シルクベルトの
「アオトゥータン」
です。
シルクベルトが最もおしゃれな部分。この写真では
誰が結婚している、
していないかが、
ベルトの色が地
味か派手かですぐ分かります。結婚したら自分をア
ピールする必要もないから地味な色、まだ相手を探
している人は自分をアピールしたいから派手な色を

着るのではないかと思い
ます。４枚の布から作ら
れ、後ろの真ん中にスリ
ットが入り２枚に分けら
れます。前の２枚は幅の
広い色とりどりの何本も
の布で結ばれ、女性を
美しく見せます。
Ｖネック
のブラウス、平らな形の
帽子がアオトゥータンと
セットになります。今もベ
トナムの歌い手はこのよ
うな民族服を着用して
います。女性達は他に黒
いスカーフのようなもの
をよく被っていました。
男性の服については全国統一で、普段は茶色いシャ
ツとズボン。冠婚葬祭時に、黒、青、紺の「アオザイ
テー」を、特別な帽子とセットで着ます。山岳地域に
居住している少数民族は、民族によって違います
が、草木や動物の派手な柄を手で刺繍しています。
中部・フエ市の女性の服装もしとやかな美しさを
持っており、
淡い紫色の
「アオザイ」
を着て白い帽子を
被ります。
私も今日着ています。
アオは
「上着」
、
ザイは
「長い」
の意。
チャイナドレスとの違いは、
アオザイは下
にゆったりとしたパンツを着用する事。縫製に余分
を持たせていないため体の線を強調し美しく見せ
る。一度仕立てたアオザイは太ると着られなくなる
ため、ほっそりした体格を保たなければなりません。
南部は川が多く、最も使われる乗り物がボート。
家と家は
「猿橋
（さるばし：カウヒ）
」
で繋がる。木１本
で作られ、渡る時サルのように早く歩くのでそう呼ば
れます。南部の名物です。私も１回、渡る事がありま
した。
すごく怖かったんですけど面白いです。カウヒ
を渡ったりボートに乗ったりする生活に適するため
南部の人々は動きやすい服を着ます。それはシルク
のシャツとサテンのズボンという「アババ」です。強い
日差しを避けるために欠かせないのが、
ヤシの葉で
作られた帽子
「ノンラー」
と白黒スカーフです。
最近どんどん伝統的なものが無くなってしまい、
もったいないと思っています。現在、アオトゥータン
やアババはフェスティバル等の時のみ見かけます。
アオザイは結婚式、卒業式等のイベントにはまだ使
います。最近アオザイには様々なデザイン・色があり
ます。
モデルは２０１
０年のミス・ベトナム、
すごく綺麗
ですね。毎週月曜日、高校の女学生は白いアオザイ
を着て行く決まりになり、私も高校の時、アオザイを
着て行きました。一寸不便ですけど綺麗ですから毎
週楽しみでした。…ご清聴有難うございました。
◎マロウドイン飯能様へ花束贈呈

※次週の例会案内は省略。

