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手に手つないで
藤原秋夫会員

四つのテスト

【会長報告】
九州、四国、北陸は今日、梅雨明け。昨年
１℃を記録し
は７／２３に熊谷で史上最高４１．
た猛暑でした。
先週金曜日、元会員の江澤和男様の通夜に
中里幹事と新井（景）、細田（吉）、山川、半田、
大附パスト会長と行って参りました。お香典
を何人かからお預かりしました。
来年の今日はいよいよ東京オリンピックの
開会式です。Ｓ３９年７月２２日は飯能ＲＣの
創立記念日で、前回の東京オリンピックが開
かれた年でもありました。私は中学２年生。
武蔵ＲＣがスポンサーで、日本で６４２番目の
クラブとして誕生
（３６名、
平岡文夫会長）
、シ
カゴにＲＣが誕生した１９０５年から５５年後と
いう事になります。日本では大正９
（１９２０）
年に東京ＲＣが創立し、
翌年、
世界で８５５番目
にＲＩに加盟しました。２５７０地区では、
東京
ＲＣがスポンサーで、川越ＲＣが国内６９番目、
１９５１年に創立したのが最初で、飯能は地区
で１２番目だそうです。改めて飯能ＲＣの歴史
と重みを感じるところです。
【幹事報告】
次週は休会です。８／２８ガバナー公式訪
問は１００％出席にご協力をお願い致します。
本日、当日欠席が７名となっております。
食事等でご迷惑が掛かりますので、前日まで
に事務局にご報告頂けるようお願いします。

◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・８／８（木） ガバナー公式訪問 武蔵クラブ
（定款８－１－Ｃ）
・８／１５（木） 例会取止め
・８／２９（木） 夜間例会 納涼大会
【委員会報告】
◎地区公共イメージ委員会
和泉君
１４名のノーベル賞受賞者によって毎年審
査される、PEACEJAM 財団の最高賞に、この度
「ポリオプラス」
が選ばれました。ビル＆メリ
ンダ・ゲイツ財団、ユニセフも推薦しており、
ポリオ撲滅宣言が出される時にはＲＣにノー
ベル平和賞がもたらされるのではないか、そ
ういう日が来ればいいなと思っております。
◎前年度幹事
馬場君
本日、
年次報告提出締め切り。
まだの方は事
務局までＦＡＸまたはメールでお願いします。
◎親睦活動委員会
中山君
９／１１「夜間例会」ヘリテイジ飯能、会費
８千円。点鐘１８時。出欠をお知らせ下さい。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 天ヶ瀬出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・藤原さん、卓話有難うございます。よろし
くお願いします。
田辺君、土屋君
・１００％出席のお品を有難うございます。
土屋君

・地区国際奉仕委員、今日はベトナムの報告
をさせて頂きます。
よろしくお願いします。
藤原君
・小さなゴルフコンペで優勝しました。小川君
・早退します。
半田君、田辺君、伊澤君
・遅刻しました。
五十嵐君
本日計１８，
０００円、累計額８４，
０００円。
◎７日例会当番は沢辺、坂本会員です。
【卓
話】
講師紹介
大﨑プログラム委員長
講師選定を各委員が担当。記念すべき第１
回は藤原委員自らが卓話を担当します。

ベ ト ナ ム 報 告
地区国際奉仕委員
飯能ＲＣ

藤原秋夫会員

ベトナムにパソコン
（ＰＣ）
を寄贈した６年
吉田
間についてお話します。
２０１３－１４年度、
（武）会長から国際奉仕委員長の私に「海外で
奉仕活動が何か出来ないか」とのお話を頂き
ました。悩んだ末、当時お世話していた米山
奨学生マイ・ツン・リン君のお父様
（大学教授）
がベトナムの教育委員会と話をして下さり、
「是非視察に来て頂きたい」との事で、吉田会
長と小谷野委員と私の３人で参りました。現
地で要望を聞き、クラブに持ち帰って協議し
た結果、ＰＣを寄贈する事に決まり、１クラス
４０～５０名を半分に分けて授業を行うので
台数は２０台になりました。
２０１４－１５年、山川年度にトースン県レー
ロイ高校にＰＣ２０台、
プリンタ２台、
（その年
度は３０台が用意出来たため）エンディン県
チャンアンチェン高校にＰＣ１０台、
プリンタ
小川年度に同高校
１台を寄贈。
２０１６－１７年、
に残り１０台、
アイアンドアン高校にＰＣ２０台、
、吉田
プリンタ２台を寄贈。訪問者は吉田（武）
（健）パスト会長と私。
２０１７－１８年、
和泉年度に
マイ君の母校、
サムソン県サムソン高校にＰＣ
２０台、
プリンタ２台を寄贈。
吉田（健）パスト会
長と私、
地区から梅澤委員長ほか３名、
計５人
で訪問しました。２０１８－１９年、島田年度にカ
ムチューイン県カムチューイン第２高校を前
年度と同じ５人で訪問。
ＰＣ２０台、
プリンタ２
台を寄贈し、５年掛けて１００台を寄贈してき
ました。昨年度のアンケートで事業は終了と
なりましたが、地区からは今後も応援すると
の意見を頂いており、
皆様とご相談して、
もし
単年度でもやっていけそうであれば、皆様か
らご協力を頂いてやっていきたいと思います
ので、その時はよろしくお願い致します。
寄贈先はタインホア省
（日本の
「県」
にあたる）
の５校。教育委員会から寄贈先の
「決定書」
が
送られてきて準備を開始。訪問日時を知らせ
現地でセレモニーを行い、引き渡し。その際
「感謝状」
を頂きます。寄贈先の各高校からは
「報告書」
を頂きます。ベトナムには省が６５、
少数民族は５６あります。タインホア省の教
育委員会および教育支援センターを通して寄
贈を行いました。地区からは、ＰＣへの資金
援助のほかに、各校に３万円の奨学金を優秀
な生徒５～１５人に贈呈しています。

最初の視察の時の、ラ
オスとの国境にある小学
校へ行く道です。この奥
には支援を必要としてい
る学校がたくさんありま
す。
今回、
寄贈後の確認に
行った際、今の状況等い
ろんな話を伺いました。
「皆、
本で勉強していたの
ですが実際にＰＣが届き
本当に助かっています」
と話されていました。
タインホア省知事からの「感謝状」
：
２０１４年から、ＲＩ２５７０地区、飯能ＲＣの
皆様は元日本留学生のMAI TUNG LINHさんを
通して、我が省の各高等学校に沢山の教育設
備（ＰＣ、プリンタ等）を寄付して頂き誠に有
難うございます。この支援はとても素晴らしい
意味を持ってThanh Hoa省の各高等学校の教
員および生徒達のモチベーションをアップさ
せたと考えられています。ベトナムの発展の
ためには素晴らしい教育をし、素晴らしい人
材育成がとても重要だと考えています。これ
からももっと教育に力を入れ素晴らしい人材
を育成し、国の発展
（国家の元気）
に貢献出来
るように努力します。
そして、
このような国際
奉仕教育支援活動においてベトナムと日本の
関係はますます深くなっていきます。これで
日越友好関係の深さ、そして日本の皆様がベ
トナム人に対する愛情が肌で感じられます。
しかし現在、Thanh Hoa省の各高校で設備整備
が足りない所はまだ多く、政府からの支援も
小さなもので、
一部だけです。
これからもまた
皆様からいろいろな面でご支援ご協力をお願
い致します。受け取った設備は教育活動に効
率的に使うように寄付された高校を指導して
いきます。今後、ＲＩ２５７０地区、飯能ＲＣ
の皆様のご健康とご多幸をお祈りします。ご
支援有難うございました。
補足：今の時代、ＰＣは不可欠な教材です。
省
としても設備としてやりたいのですが予算が
限られているのでなかなかＰＣまで回りませ
ん。我々が協力出来る事はこれからも致しま
すので引き続きご支援をよろしくお願いします。

