
・点　鐘　矢島高明会長
・ソング　手に手つないで　
・ビジター（入間）２０２１－２２年度ガバナー
　　　　　　　　水村雅啓様
　　　　　（入間）地区ロータリー米山記念奨学委員会
　　　　　　　　 推進委員会委員　一柳達朗様
・卓　話　グェン・フォン・マイさん

※マイさんからお土産を頂戴しました。

【会長報告】
　水村パストガバナー様、一柳様、マイさん、本日
はよろしくお願い致します。
　ホテル・ヘリテイジ飯能ｓｔａ．社長の坂本淳二会員
が退院され本日出席されています。また、木川一男
会員が“社会福祉”への貢献で埼玉県知事表彰を受け
られました（拍手）。

【幹事報告】
　来週、第７回理事会。第５回理事会議事録を配付。
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・１２／８（木）   例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・１２／１５（木） クリスマス家族例会　うかい亭
・１２／２２（木） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
・１２／２９（木） 例会取止め（定款８－１－Ｃ）
◇所沢中央ＲＣ
・１２／１２（月） 移動例会
・１２／１９（月） 振替休会（１２／１８移動例会）
・１２／２６（月） 特別休会（定款７－１－ｄ－４）
・１／２（月）　  祝日休会
・１／９（月）　  祝日休会
・１／１６（月）  通常例会・理事会１月
・１／２３（月）  休会（細則）
・１／３０（月）  通常例会・理事会２月

◎水村パストガバナーご挨拶
　昨年度はお世話になりました。第３グループ、特に
飯能ＲＣの存在は心強く、研修協議会（飯能市民会館）
でも多くの皆様にご協力頂きました。「ガバナー月信」

１３号表紙に私は山の写真を並べました。１６年前、南
アルプス北岳で遭難した経験から、人に優しく、謙虚
に生きること等を学び、そして「奉仕しよう」みんな
のためにという事で活動してきました。この“総集編”
が出る事で私の年度の任務が終わった事になりま
す。「収支報告書」等も是非ご一読頂きたい。残念なが
ら今年度は「月信」が無く、地区がどんな活動をして
いるのか等、報告の無い状態が続いています。地区で
はガバナーノミニーが決まっていません。全国３４
地区のうち３３地区は決まっています。「ガバナーノ
ミニー・デジグネートは飯能から」との意気込みで
下半期を過ごして頂きたい。入間は全面的に飯能を
支えますので、よろしくお願いします。

【委員会報告】
◎米山記念奨学委員会　　　　　　　　　大野（正）君
　本日、吉島一良会員より特別寄付３回目を頂戴し
ました。有難うございました（拍手）。

【出席報告】ＭＵなし・無届欠席１　中里（忠）出席向上委員長

【ロータリーの友】　　　　　　　 鈴木（康）雑誌委員
　１１月号。横組Ｐ４～数か月以内にこのコラムは
会員のコーナーとなり、ＲＣの多様性、公平さ、インク
ルージョンに関する個人的なストーリーを発信する
事になるようです。「ロータリー財団月間」大規模
プログラム補助金、冠名基金について。Ｐ１９、２０２３年
ＲＩ国際大会会場のメルボルンについて。縦組Ｐ４
「人との出会い人とのつながり」麗澤大学前学長・
中山理氏の基調講演は興味深い内容です。Ｐ１７
「どこで会っても『やあ』と言える？」私も非常に
共感した記事でした。

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・昨年度は大変お世話になりました。これからもよ
　ろしくお願い致します。　 水村雅啓ＰＧ様（入間）
・入間ＲＣに所属しております一柳達朗と申します。本日は米山委
　員として奨学生のマイさんの同行者として訪問させて頂きました。
　 本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。一柳達朗様（入間）
・水村直前ガバナーようこそ。昨年は大変お世話に
　なりました。新井君、矢島（巌）君、吉島君、髙橋君
・飯能ＲＣ親睦ゴルフ大会、お蔭様で優勝すること
　が出来ました。有難うございました。　　山口君
・昨日行われた埼玉りそな銀行コンペにて優勝しま
　した。　　　　　　　　　　　　　　　天ヶ瀬君
・マイさん卓話よろしくお願いします。水村ＰＧ様、
　米山推進委員一柳様、本日は有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大野（正）君
・この度、彩の国職業能力開発促進大会におきまして埼玉県知事
　 より「彩の国優秀技能者」表彰を受賞しました。また、受賞者
　 代表謝辞までさせて頂きました。その上、美男子？！という事で
　 来年の県ＨＰにも載る事になりました。　　　　　　 神田君
・１か月入院致しました。まだ回復途上ですが、こ
　れからもよろしくお願い致します。皆様にご心配
　頂き有難うございました。　　　　　  坂本（淳）君
・１１／１４（月）令和４年度埼玉県民の日社会福祉功労者として、その
　 功績が顕著であるとの事で、浦和・埼玉会館大ホールにて埼玉県
　 知事より表彰されました。県民としては最高の名誉との事で、
　 平成９年、狭山市に社会福祉法人つつじの園を設立、２５年経過、
　 現在３２８床、その功績が顕著であるとの事でした。現在も会長と
　 してその職にありますが頑張るつもりです。　　 木川（一）君
本日計３７，０００円、累計額３７５，０００円。
◎７日例会当番は加藤、木川（泰）会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　大野（正）米山記念奨学委員長
　２０１７年、来日。他制度の奨学生、日本語学校通
学を経て、現在「西武文理大学」４年生。来年４月、
日本の大手ホテルチェーンに入社予定です。

　現在、西武文理大学サービス経営学部サービス経
営学科に所属しており、２０２１年から狭山中央ＲＣ
にお世話になっております。
“ベトナム”というと何を思い浮かべますでしょうか。
比較的日本と近く、飛行機で約６時間。有名な食べ物
は「フォー」です。コーヒーの生産量は世界第２位。民
族衣装の「アオザイ」。私の故郷の中部「ザライ省」は
コーヒーが有名でほとんどの農家で育てています。
収穫までに２、３年。１０、１１月は収穫で忙しく、小さ
い木は２～３人、大きな木は１０人位で収穫します。
乾燥させるため５～７日間日光に当て、外皮を取って
焙煎してインスタント豆やコーヒー豆を作ります。
最初はアラビカでしたが現在はほぼロブスタの豆
で、カフェインがアラビカの２倍程あっ
て苦いので、ベトナム人はコーヒーを飲
む時に必ずミルクか砂糖を入れます。
「ベトナムのインスタントコーヒーは甘
い」と言う方が居ますが、元々が苦いので
インスタントにも砂糖が入っているので
す。私の故郷で一番有名なブランド「チュ
ングエン」コーヒーを本日持って来まし
たのでお召し上がり下さいませ。
　観光地はあまり無く、ザライ省では唯一
この湖が最近人気で、お茶も有名です。
火山だった土地に咲く「ニトベギク」の花

の様子も人気です。
　奨学生になって得たのは、
まず、たくさんの友達や知り
合いが出来た事です。中国人
や韓国人、いろいろな国から
の友達、そしてロータリアン
の方々と知り合えて、とても
嬉しいです。いろんな体験も
させて頂きました。去年は初
めて「墓参り」に行き、ベトナ
ムの「墓参り」の文化とは少し

違っているかなと感じました。地区大会やクリスマ
ス会、また、狭山中央ＲＣでは「こども食堂」にジャガ
イモを支援する活動をやっているのでそこにも参加
させて頂きました。親睦旅行では去年、松本城と奥
飛騨に行き、研修旅行では小田原城に行きました。
今年８月には富士山に登りましたが下りるのが大変
で、飛行機に乗れるならいくら払ってでも乗ると思
いました。もう二度と行かないようにします。
　毎月皆様から奨学金を頂き、アルバイトの時間が
減り、学業に集中する事が出来ました。専攻がホテ
ルなのでホテルに関する資格をたくさん取り、日本
語のほかに英語の勉強も始めて、現在は仕事でも英
語を話せるようになりました。去年「帝国ホテル」

「日本青年館ホテル」でインターンシップを経験し、
現在、後者でフロントのアルバイトをしています。
今年３月から６月に就職活動。３社から内定を頂き
来年オープンする「東急ホテルズ　新宿ホテル」を承
諾しました。入社までとてもわくわくしています。
　卒業論文のテーマは「日本のホテルで働いている
ベトナム人のおもてなしの提供の仕方」。おもてなし
は各国の文化や習慣によって違うと思っているので
ベトナム人はどういうおもてなしを持っているのか、
ベトナム人が日本で働く時にどういうおもてなしを
提供するのか、に興味がありました。
「日本青年館ホテル」のお客様はほぼスポーツ系で
ホテル自体も「ヤクルト」ファンなので、ヤクルトの
試合があった日はスーツではなく、ヤクルトのユニ
フォームで接客します。
　家では勉強したり、好きなギターを練習したり、
読書もしています。日本に居るベトナム人実習生に
日本語を教えるＮＰＯのボランティアもやっている
のですが、帰国までに少しでも日本語を話せるよう
になって欲しいと思っています。
　将来の夢は自分でホテルを経営する事です。日本
のサービスがとても素晴らしいと思っていて、日本
でサービス業に関する勉強をしてベトナムに持ち帰
りたいなと思っています。経営するホテルには日本
の文化も入れて温泉や和室のあるホテルを造りたい。
何故かと言うと、日本の文化が好きなベトナム人が
なかなか日本に行けない時にホテルで日本の文化を
体験出来る、というアイデアから、そんなホテルを
造りたいなと思うようになりました。夢を実現する
ためにまずホテルで仕事をして経験をたくさん積ん
で専門知識も高める事が大事だと思います。そし
て、いろいろなお客様がいらっしゃると想像して、

母国語だけでなく日本語、
英語、その他も勉強して接
客出来たら良いなと思いま
す。経営の事も勉強しなけ
ればなりません。帰国した
らベトナムのホテルで仕事
をしながら市場調査とかも
して、準備が出来たら、自分
の夢、ホテル経営を実現し
たいなと思っております。
　ご清聴有難うございまし
た。

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間
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・ソング　手に手つないで　
・ビジター（入間）２０２１－２２年度ガバナー
　　　　　　　　水村雅啓様
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　　　　　　　　 推進委員会委員　一柳達朗様
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※マイさんからお土産を頂戴しました。
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　水村パストガバナー様、一柳様、マイさん、本日
はよろしくお願い致します。
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会員が“社会福祉”への貢献で埼玉県知事表彰を受け
られました（拍手）。
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　本日、吉島一良会員より特別寄付３回目を頂戴し
ました。有難うございました（拍手）。
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・昨日行われた埼玉りそな銀行コンペにて優勝しま
　した。　　　　　　　　　　　　　　　天ヶ瀬君
・マイさん卓話よろしくお願いします。水村ＰＧ様、
　米山推進委員一柳様、本日は有難うございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大野（正）君
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本日計３７，０００円、累計額３７５，０００円。
◎７日例会当番は加藤、木川（泰）会員です。
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い木は２～３人、大きな木は１０人位で収穫します。
乾燥させるため５～７日間日光に当て、外皮を取って
焙煎してインスタント豆やコーヒー豆を作ります。
最初はアラビカでしたが現在はほぼロブスタの豆
で、カフェインがアラビカの２倍程あっ
て苦いので、ベトナム人はコーヒーを飲
む時に必ずミルクか砂糖を入れます。
「ベトナムのインスタントコーヒーは甘
い」と言う方が居ますが、元々が苦いので
インスタントにも砂糖が入っているので
す。私の故郷で一番有名なブランド「チュ
ングエン」コーヒーを本日持って来まし
たのでお召し上がり下さいませ。
　観光地はあまり無く、ザライ省では唯一
この湖が最近人気で、お茶も有名です。
火山だった土地に咲く「ニトベギク」の花

の様子も人気です。
　奨学生になって得たのは、
まず、たくさんの友達や知り
合いが出来た事です。中国人
や韓国人、いろいろな国から
の友達、そしてロータリアン
の方々と知り合えて、とても
嬉しいです。いろんな体験も
させて頂きました。去年は初
めて「墓参り」に行き、ベトナ
ムの「墓参り」の文化とは少し

違っているかなと感じました。地区大会やクリスマ
ス会、また、狭山中央ＲＣでは「こども食堂」にジャガ
イモを支援する活動をやっているのでそこにも参加
させて頂きました。親睦旅行では去年、松本城と奥
飛騨に行き、研修旅行では小田原城に行きました。
今年８月には富士山に登りましたが下りるのが大変
で、飛行機に乗れるならいくら払ってでも乗ると思
いました。もう二度と行かないようにします。
　毎月皆様から奨学金を頂き、アルバイトの時間が
減り、学業に集中する事が出来ました。専攻がホテ
ルなのでホテルに関する資格をたくさん取り、日本
語のほかに英語の勉強も始めて、現在は仕事でも英
語を話せるようになりました。去年「帝国ホテル」

「日本青年館ホテル」でインターンシップを経験し、
現在、後者でフロントのアルバイトをしています。
今年３月から６月に就職活動。３社から内定を頂き
来年オープンする「東急ホテルズ　新宿ホテル」を承
諾しました。入社までとてもわくわくしています。
　卒業論文のテーマは「日本のホテルで働いている
ベトナム人のおもてなしの提供の仕方」。おもてなし
は各国の文化や習慣によって違うと思っているので
ベトナム人はどういうおもてなしを持っているのか、
ベトナム人が日本で働く時にどういうおもてなしを
提供するのか、に興味がありました。
「日本青年館ホテル」のお客様はほぼスポーツ系で
ホテル自体も「ヤクルト」ファンなので、ヤクルトの
試合があった日はスーツではなく、ヤクルトのユニ
フォームで接客します。
　家では勉強したり、好きなギターを練習したり、
読書もしています。日本に居るベトナム人実習生に
日本語を教えるＮＰＯのボランティアもやっている
のですが、帰国までに少しでも日本語を話せるよう
になって欲しいと思っています。
　将来の夢は自分でホテルを経営する事です。日本
のサービスがとても素晴らしいと思っていて、日本
でサービス業に関する勉強をしてベトナムに持ち帰
りたいなと思っています。経営するホテルには日本
の文化も入れて温泉や和室のあるホテルを造りたい。
何故かと言うと、日本の文化が好きなベトナム人が
なかなか日本に行けない時にホテルで日本の文化を
体験出来る、というアイデアから、そんなホテルを
造りたいなと思うようになりました。夢を実現する
ためにまずホテルで仕事をして経験をたくさん積ん
で専門知識も高める事が大事だと思います。そし
て、いろいろなお客様がいらっしゃると想像して、

母国語だけでなく日本語、
英語、その他も勉強して接
客出来たら良いなと思いま
す。経営の事も勉強しなけ
ればなりません。帰国した
らベトナムのホテルで仕事
をしながら市場調査とかも
して、準備が出来たら、自分
の夢、ホテル経営を実現し
たいなと思っております。
　ご清聴有難うございまし
た。

ロータリー奨学生になって何を得たのか？

米山記念奨学生（ベトナム出身）

グェン・フォン・マイさん（狭山中央ＲＣ）


