
2007 ～ 2008 年度

   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ウィルフリッド J. ウィルキンソン （国籍・カナダ）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３－１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　平野英壽
　　　幹　事　大島由美子
　　　会　計　近藤賢司

第  　 回 例 会 会報委員長　徳丸　一郎

ＳＡＡ　上妻　浩
直前会長　上妻　浩

ROTARY SHARES
ロータリーは分かちあいの心

平野英壽
村津忠久
津末美代子
後藤　隆

椛田健治
河村貴雄
後藤孝弘

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　虫のこえ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「日本フィルできく

美しい日本のうた」より

七つの子

赤とんぼ

赤靴　　　　他

◆ゲ ス ト　　フィン・フォン・ミン（米山奨学生）

◆ビジター　　藤田光男（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　ちょっと前にインターネット上で流行しました

が、もう一度改めて探してみました。

　もし、現在の人類統計比率をきちんと盛り込ん

で、全世界を100人の村に縮小するとどうなるで

しょうというものです。

　その村には、57人のアジア人、21人のヨーロッ

パ人、14人の南北アメリカ人、８人のアフリカ

人がいます。そして52人が女性で、48人が男性

です。

　70人が有色人種で、30人が白人。30人がキリ

スト教で、70人がキリスト教以外の人。89人が

異性愛者で、11人が同性愛者です。

　６人が全世界の富の59％を所有し、その６人

ともがアメリカ国籍です、80人は標準以下の居

住環境に住み、70人は文字が読めません。50人

は栄養失調に苦しみ、１人は（そうたった１人）

は大学の教育を受け、そしてたった１人だけがコ

ンピューターを所有しています。

　もし冷蔵庫に食料があり、着る服があり、頭の

上に屋根があり、寝る場所があるのなら、あなた

は世界の75%の人達より裕福で恵まれています。

　もし銀行に預金があり、お財布にお金があり、

家のどこかに小銭が入った入れ物があるなら、あ

なたはこの世界の中でもっとも裕福な上位８%の

うちの一人です。 

　先日テレビでインドの現状を写した番組の中

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人

会 員 総 数

出 席 者

事前メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

欠 席 数

出 席 率

・メイクアップ

　　事前　近藤（別府北）

　　事後　溝部（別府北）、河村（別府東）

　　欠席　椛田、河村、溝部、大島、梅津

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

名

名

名

名

名

名

％

22

16

1

0

0

5

72.73

0 回

728 回

出 席 率

事後メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

修 正 出 席 率

連　続

通　算

72.73

2

0

0

86.36

100

％

名

名

名

％

％

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

884
ＶＯＬ．20 － 12
2007 年 10 月２日

9/18



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

で、中年の女性が一日働いて稼ぐお金は７円だと

言っていました。

　もしあなたの両親がともに健在で、そして二人

がまだ一緒なら、それはとても稀なことです。

　さあ皆さんいかがでしょう。私たちは今のまま

でいいのでしょうか。ウィルキンソンRI会長が

テーマに掲げたように、もっと分かち合えること

はないでしょうか、

　それぞれにいろいろご苦労もおありでしょう

が、少なくとも現状に不平不満は言えないと思い

ませんか。

幹事報告 幹事　大島由美子

－職業奉仕月間・米山月間－

１．本日の卓話

　　『ベトナムはどんな国でしょうか』

　　米山奨学生フィン・フォン・ミンさん

２．本日のゲスト

　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

３． ９月の例会にて「おぎゃー献金」の募金箱を

回覧しておりましたが、益金6,322円となり

ました。ご協力ありがとうございました。

４．本日例会終了後、13：40～「第４回定例理

事・役員会」を開催致します。

５．例会変更のお知らせ

豊後高田ＲＣ 10月９日（火）の例会は、定款

第５条第１節により　休会

日出ＲＣ 10月９日（火）の例会は、外部卓話

の為　10月10日（水）19：00～別

府湾ロイヤルホテルに開催日変更

中津中央ＲＣ 10月９日（火）の例会は、ガバナー

公式訪問の為　同日18：30～グ

ランプラザ中津ホテルに時間変更

中津ＲＣ 10月10日（水）の例会は、ガバナー

公式訪問の為　同日18：30～グ

ランプラザ中津ホテルに時間変更

中津平成ＲＣ 10月11日（木）の例会は、ガバナー

公式訪問の為　同日18：30～中

津オリエンタルホテルに時間変更

別府ＲＣ 10月12日（金）の例会は、職場

例会の為　同日18：30～旅籠屋

精湶に時間・場所変更

６．次週の予定

『ＣＬＰフォーラム』

「会員コラム」森　宗明会員

７．本日の回覧

①くにさきＲＣ　週報

８．本日の配布

①週報882,883

②ガバナー月信10月号

③ロータリーの友10月号

④米山奨学事業「豆辞典」

⑤第30回別府市民合唱祭チケット２枚

⑥『「職業奉仕」について今一度考える』

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○森会長

　フィン・フォン・ミンさん、アオザイがきれ

いですね。もちろんあなたもきれいですよ。今

日の卓話よろしくお願いします。

○平野会員

　別府の立派な球場が出来上がりました。皆さ

んも是非一度球場まで行ってみて下さい。そし

て稲尾さんのような野球選手が生まれるといい

ですね。

○鳴海会員

　本日は、フィン・フォン・ミンさんの卓話を

記念してスマイルします。

○上妻会員

　フィン・フォン・ミンさん、本日の卓話楽し

みです。頑張って下さい。

○村津会員

　７月の台風４号と５号で被災した一気登山道

の第2九電橋から鶴見橋迄の間、約200メート

ルの復旧に於いて、市・観光町つくり室・清末

室長さんのお骨折りで災害復旧工事の取り扱い

となり、平野工務店の施工で、昨日、完工のご

報告を頂き、早速、現場に行って参りました。

　見違えるように立派な登山道となり、又、橋

も本格派のがっちりしたものになりました。

11月４日のもみじ谷奉仕作業の時に、みなさ

ん、楽しみに御覧になって下さい。感謝してス

マイル。

○後藤（孝）会員

　先週の月見例会は楽しかったです。

　今月は十三夜、片月見にするのでしょうか？

楽しみにスマイルします。

○亀井会員

　今日の“ミン”ちゃんはアオザイです！とっ
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てもかわいいですね。きっと鳴海会員のスマイ

ルはダブルだと思います。

○徳丸会員

　欠席が多くてすみません。ヤボ用が多くて。

お詫びしてスマイル。

○木村会員

　朝夕少しは涼しくなりましたネ。今日は気分

よく例会に来ています。何の変化なき事に感謝。

○衛藤会員

　もう10月ですね。もずの鳴き声、庭の虫の

音もにぎやかになり、秋ですね。先週の月見例

会は欠席して残念でした。

　今日は藤田様、ようこそ。どうぞごゆっくり

なさって下さい。

　フィン・フォン・ミンさん卓話を楽しみにし

ています。

○赤嶺会員

　本日は、藤田様ようこそおいで下さいました。

ごゆっくりなさって下さい。

　そして、本日の卓話、フィン・フォン・ミン

さん頑張って下さい。アオザイ姿、とても素敵

ですね。

　今月もスマイル宜しくお願い致します。

卓　　話

　『ベトナムはどんな国でしょうか』

　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

　皆さん、こんにちは。

立命館アジア太平洋３

年生フオンと申します。

宜しくお願いします。

　今日卓話のチャンス

をいただいてありがと

うございます。話のテー

マにはずっと一ヶ月ぐ

らい考えました。なか

なか何について話せば

いいか見つからず悩みましたが、ひとつのことを

思い出しました。第一の例会で「ベトナムについ

てちょっと紹介してください」という質問をされ

ましたよね。その時、私はちゃんと答えられませ

んでした、申し訳ございません。今回の卓話のチャ

ンスをいただいて母国のベトナムについて皆様に

ご紹介させていただきます。

　では、ベトナムはどんな国でしょうか。

　ベトナムは日本全体から九州を除いたのとた

いてい同じ面積であります。人口はおよそ8300

万人、世界で最も人口密度の高い国のひとつと言

われています。ハノイを中心とする北の地域には

日本のように四季がありますが、ホーチミンなど

がある南部は熱帯に属し、雨季と乾季に分かれて

います。私は夏休みにホーチミンんに帰ったから

ちょっと日に焼けました。

　人口の８割以上はキン族であり、このほかに50

以上の少数民族があります。少数民族はそれぞれ

の母語がありますが、キン族の母語は共通語とし

て話されます。ベトナム語ですよね

　外国人のお友達からよく質問されましたのは

「ベトナム語は漢字を使うじゃないですか」とい

う質問です。昔ベトナムは中国文化の影響を強く

受けて、漢字も使いましたが、17世紀から現在の

ベトナム語に変更されました。漢字を使わなく、

ローマ字表記です。また、ベトナム語に音調が６

つあります。じゃ、ベトナム語はどんな感じか、

これから、私はベトナム語でちょっと自己紹介し

ます。皆さん聞いてくださいね。

　みんなさん、どうですか、分かりますか。通訳

すると、はじめまして、ベトナムから参りました

Ｐｈｕｏｎｇ　と申します。宜しくお願いいたし

ます。

　その６つの音調で外国人にとってベトナム語は

難しくなると思います。

　はい、ベトナムを象徴するお花は皆さんご存知

ですか。ハスです。だけど、どうして他のお花で

はなく、ハスですか。ベトナムではハスはぬかる

みに自然に植えられるのは多いです。しかし、泥

のにおいに影響されなく、自分の香りや色を守も

り、きれいに咲いているお花です。人間には苦労

の中でも頑張って、困難を克服して、進めている

という意味でベトナム人のたましいを象徴すると

考えられます。

　ベトナムは4000年以上の歴史がありましたが、

昔から絶え間なく侵略してきた外国に対する抵抗

の歴史とよく言えます。五、六年前まで、ベトナ

ムと言えば、ベトナムの戦争の話がよく出たと思

いますが、最近、中国とよく比較されているベト

ナムについては、改善、加速、超急成長、投資な

どの言葉がどんどん出てきました。これで現在の

ベトナムの成長のスピード、国の明るい見通しを

あらわせると思います。
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な援助は、ハノイ市やホーチミン市に限らず、各

省、郡、村といった地方においてもベトナム人の

生活レベルを改善して、ベトナムの成長を多く支

えています。

　ベトナムは発展国になるまではまだ長い道程

で、やらなければなりないことが多いですが、来

る年ベトナムはちゃんと成長の波を乗り、急速

な発展をとげられると思います。今までベトナム

と日本との協力が将来高まることを希望していま

す。

　ベトナムについての紹介はこれで以上です。終

わる前に、ロターリー米山奨学生のことについて

ちょっと話したいと思います。

　今年の四月から、私は別府中央ＲＣ皆様に大変

お世話になっております。いろいろなことに参加

させていただいて本当に感謝しております。

　今日嬉しく米山奨学生バッジを身につけて来ま

した。皆様はご存知だと思いますが、このバッジ

は　日本の心“とも言われる桜の形です。花びら

を形取った一つ一つが、これから私たち奨学生は

学識、技術、異文化などを身につけて、集まって

満開となる桜の木のように花を咲かせます。それ

から、日本と世界とを結ぶ多きな架け橋になると

いう深い意味を教えられました。その意味を聞き

始めたときは感動しました。

　私は大学での勉強はまだ一年間半年しかありま

せんが、米山奨学生として勉強に頑張って、卒業

後咲いている桜のように社会に貢献できるように

なりたいと思います。これから、皆様にまた宜し

くお願いいたします。

　これで終わります。つたない話しではありまし

たが、ご清聴ありがとうございます。

　戦争の後遺症から脱し国づくりをいっそう進

めるために、1980年代半ばに対外経済開放政策

を導入しました。それ以降、ベトナムは経済成長

の歩みを進めています。2000年から、成長率は

７％以上を維持しています。2004年は７.９％、

2005は８.４%, 2006年は８.５％の成長率を達成

しました。連続的な高い成長率でベトナム対内直

接投資は近年拡大しています。国・地域別では、

第１位が韓国、次香港、次英国、第四位は日本で

す。（投資額は15億ドルぐらい）。

　皆様はご存知だと思いますが、ベトナムはブ

ラジルについで世界第２位のコーヒー輸出国であ

り、米輸出にも世界第２位の輸出国です。

　現在ベトナムは日本の高度経済成長の1960年

に似ていると思います。ベトナムの将来の発展に

さまざま原動力がありますが、ひとつのは若い労

働人口だと思います。現在のベトナムの人口構成

は戦後の日本ととくに似て、若者が非常に多い国

で活気に溢れています。8300万人のうち半数が

20歳未満です。それで若い労働人口が多く、経済

成長の担い手となっています。

　また、現在留学する若者の数は増えてきました。

留学先はアメリカ、ヨーロッパ、特にイギリス、

オーストラリアで、アジアでは　シンガポールと

日本です。日本に留学しているベトナム学生も最

近増えてきました。これは余談ですが、ロータリー

米山奨学中はベトナム学生は３％近く占めます。

私たちベトナム留学生は発展国で勉強し、また帰

国すると、勉強したものを生かして、国の発展を

効率的に支えられると思います。

　ベトナムの現在の成長と言えば、日本の援助を

思い出さなくてはいけません。1991年からベト

ナムに対して日本政府開発援助ＯＤＡが再開され

始めました。そのときから、さまざまな国の成長

促進のプロジェクトが実施されました。このよう

E-mail:info@beppu4rc.jp

大神比義の末裔に出会った
…下条アトム風に…

　先般の講演会の縁で、宇佐に在住されている大
神氏から「私は、宇佐八幡宮を創建したといわれ
る大神比義（おおがのひぎ）の直系の子孫です。是非
お会いしたいし、著書をいただきたい。」との電
話があった。
　そこで、先日、大神氏を訪ねた。驚くべきこと
に、父方の母（祖母）と親戚であることがわかっ
た。驚愕の宿縁の念を禁じざるを得ない。
　当時の宇佐は、辛嶋（新羅系）氏と宇佐（百済系）

氏の抗争が続き、辛嶋氏が圧倒的に優位で、宇佐
氏が圧迫されていたそうである。天皇は、この抗
争を憂慮され、大神比義を豊前に遣わした、と驚
嘆する新説を話された。
　宇佐八幡宮は、大神・都留・加来や相良氏が守
護していた、と聞かされていた。さらに、それぞ
れが縁戚関係にあることが、大神氏を訪ねて、明
確となった、とともに、宿縁と宿業さえ感じる。
　なお、父方の父（祖父）の兄（本家）は、戦後
の別府の初代の助役をした相良律蔵である。
 次回は、森宗明会員です。

会員コラム 溝部　　仁


