
　正会員数 37 名。本日の出席は免除

会員 2 名を含む 21 名。出席率は 70％

です。前々回の例会は、会員増強委

員会担当の夜例会でした。

《ゲスト》

ホアン・ザン・ナムさん (米山奨学生 )

平野 榮子様 (八戸北 RC)

《会長要件》西村会長

　みなさん、こんにちは。　本日は、ホ

アン・ザンナム君を青森市からお招き

して、米山奨学生卓話をお願いしてい

ます。今お聞きしましたら、お名前は

ザンナムだが、「ザン」はミドルネーム

なので、「ナム君」と呼んでほしいとの

ことでした。ナム君はベトナム出身で、青森中央学

院大学の大学院１年生です。

　米山月間は１０月に設定されていますが、集中する

と奨学生の方にも担当役員の方にも負担がかかるた

め、八戸南ＲＣでの卓話を本日にお願いしたところで

す。私にとりましては、米山奨学生の卓話は年間スケ

ジュールの中でも楽しみにしているプログラムのひと

つです。ナム君はご覧の通りとても爽やかな青年です

し、後ほどの卓話にとても期待しています。

《バッヂ伝達》

べネファクター　MPF5　久保田会員

新ポールハリスフェロー

清川会員　　　　　　 大橋会員

《本人誕生日》

《三浦会員》

　私は 9 月 1 日が誕生日です。9 月

1 日は関東大震災があった日で昔は

恐れられていました。皆さん注意し

てください。

《米内会員》

　私が 1 歳の時に父親が亡くなって

おります。27 歳で亡くなったのです

が私が 27 歳で父親と同じ年になっ

たときに父親と同じ年まで生きられ

たんだなと感動しました。それ以来

毎回誕生日の時にはそれを思い出しています。もらっ

たというかあまったものなんだなと大事にしていか

なければと思っています。

《吉田立盛会員》

　9 月 17 日が誕生日で 46 才になっ

てしまいました。最近体のあちこち

に白いものが混じりはじめ、そろそ

ろ白髪染めをしようかなと思ってい

ます。

《配偶者誕生日》

黒田会員　　　　下田会員　　　　田守会員
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《出席報告》原委員長

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか 櫻田職業奉仕委員長



20 日に行われるよろず相談のポスター、

チラシが完成しました。ポスターが 40

枚、チラシが 200 枚ありますので、今日

の出席は 21 名ということでポスターは

1 枚ないし 2 枚、チラシの方は 10 部ほ

どお持ち帰りいただけますので、お持ち

帰りの上掲示、配布をお願いします。

《国際奉仕委員会》吉田委員長

　本日、米山基金に西村会長と長嶺会

員より多額の寄付を戴きました。あり

がとうございました。

《ロータリー財団委員会》石橋委員長

　本日三笠会員よりロータリー財団に寄

付を戴きました。ありがとうございまし

た。

《国際奉仕委員会》吉田委員長

　今日は米山奨学生のホアン・ザンナム

君をお迎えしてお話を頂きます。ナム君

はベトナムの出身ということですのでベ

トナムのお話を聞きたいと思います。早

速ですが今日ナム君をエスコートしてく

れた平野さんより紹介していただきたい

と思います。

《RI 第 2830 地区米山委員》平野榮子様 (八戸北 RC)

　あらためまして皆様こんにちは、八戸

北ロータリークラブの平野と申します。

今日は米山奨学生のベトナムからいらし

ているナム君、名前が長いので覚えやす

くナム君、青森中央大学の大学院 1 年生

です。米山奨学金は今年の 4 月からいた

だいているそうですが詳しいことはナム君からお話

があると思います。来る時に車の中でちょっとだけ

お話ししたのですが、非常に青森という地域に好意

を持ってくださっていて、好意的にお話をしてくだ

さったのがうれしかったです。来る前にユートリー

に寄って 2 階にある八戸の産業の案内コーナーを案

内させていただいたのですが、説明する私の知識不

足というものもありまして、彼の学部の事とかいろ

いろ話す中で、もっともっと八戸の事を私自身も勉

強しなければと感じてきました。今日は私たちの知

らないベトナムの話を沢山聞けると思います。よろ

しくお願いいたします。

《米山奨学生》ホアン・ザン・ナムさん

　皆さんおはようございます。私はナム

です、ベトナムから来ました。ニックネー

ムはナムナムとでも呼んでください。私

は今 23 歳、青森中央学院大学大学院の

1 年生です。今はゼミで国際経営と危機

管理について専攻しています。4 年前私

はベトナムの貿易大学と青森中央学院大学の共同教

育プログラムに参加してベトナムで 1 年半日本語を

《結婚記念日》熊谷会員

　結婚記念日はスピーチがないそう

ですが是非ご紹介したくて、八戸南

RC の創立と私共の結婚の年と同じで

すので結婚 44 周年です。45 周年を

盛大にやりたいと思っています。あ

りがとうございました。

《幹事報告》西尾幹事

・10 月 20 日に行われるよろず相談の相

談員をお願いしております。当日会場

設営をお手伝いいただける方の出欠も

とっていますのでご協力お願いします。

・よろず相談報告例会は 18 時 30 分、

菊の里 鼓 会費 3,000 円です。

・よろず相談のチラシ、ポスターが出来ましたので

お持ち帰りの上周知をお願いします。広報はちのへ

にも掲載されておりますので併せて周りの方への周

知お願いします。

・10 月 28 日 ( 日 ) は秋のスポーツ例会としてパーク

ゴルフを計画しています。出来るだけ多くの方のご

参加をお願いします。

・八戸 RC より親睦ゴルフの案内が届いています。

・南浦項 RC より創立 36 周年記念式典の案内が来て

います。11 月 7 日 ( 水 ) です。8 月の再調印式には

6 名の方に来ていただきましたので出来るだけ多く

の会員で訪問したいと思いますのでご参加よろしく

お願いします。

・八戸社会福祉事業団より広報誌 ハーモニーが届い

ています、ハイライト米山、ザ・ロータリアン誌も

届いています。

・地区大会のタイムスケジュールを参加する方のレ

ターボックスに入れてあります。

・例会変更のお知らせ、八戸北 RC、10 月 9 日 ( 火 ) 

八戸 RC との合同例会につき曜日、場所変更。10 月

30 日 ( 火 ) 時間、場所変更。八戸中央 RC 10 月 8 日

( 月 ) 祝日の為休会、10 月 22 日 ( 月 ) 時間変更、

八戸西 RC 10 月 18 日 ( 木 ) 場所変更です。　　　　

《ニコニコボックス》大橋副委員長

平野栄子様 (八戸北 RC):

今日はナム君をよろしくお願い致します。

西村会長 : ナム君、ようこそ。今日のお

　　　　話し楽しみにしていました。

西尾幹事 :ホアン・ザンナム様ようこそ、

　　　　本日はよろしくお願いします。

伊藤会員 : ホアン・ザンナムさん、今日はよろしく

　　　　お願いします。

吉田立盛会員 : ナム君、平野さん、今日はよろしく

　　　　お願いします。

本多会員 : 早朝例会ご苦労様でした。参加できず申

　　　　し訳ございませんでした。

本人誕生日 :三浦会員、米内会員、吉田立盛会員

配偶者誕生日 :黒田会員、下田会員、田守会員

結婚記念日 :熊谷会員

《職業奉仕委員会》櫻田委員長

　先ほど西尾幹事からもお話がありましたが 10 月



学びました。2013 年 4 月に青森中央学院大学に編入

学しました。日本語を学びながら日本の文化とベト

ナム文化の違いに気づきました。日本に来てからそ

れを顕著に感じています。例えば私は日本に来てか

ら自分の携帯とかサイフとかを落としても必ず届け

てもらえて日本人の誠実さに感動しました。これか

らも安心して落としてもいいなと思いました。いま

皆さんはなぜ英語、中国語、フランス語ではなく日

本語を学んだか、そして日本に留学したかと思われ

ましたね、私が日本語を学んだのは当時日本語を学

んでいる兄とベトナムで行われる日本人祭に行った

ことがきっかけです。その場で友達と話せるように

日本語の挨拶を教えてもらいました。そして当時日

本とベトナムの関係がますます良くなってきました

ので、コマーシャルでよく日本の事を耳にしました。

特に日本経済の成長を促した日系企業にあこがれた

ので日本企業の特徴、考え方などが知りたかったの

で日本に留学することを決めました。その後青森中

央学院大学とベトナムの貿易大学のプログラムに参

加して日本の事について勉強すればするほど日本と

ベトナムの異質さに気づきまして、言語、文化はも

とよりキャリアアップを理由に次々に仕事を変える

ベトナムに住んでいた私は、何故一つの企業で一生

仕事するかが理解できませんでした。日系企業とベ

トナムの企業の文化のギャップ、日系企業の従業員

の考え方、働き方がベトナム人の従業員とどう違う

のかというのを知りたいというので、今は青森中央

学院大学大学院の地域マネジメント研究科でベトナ

ム進出日系企業の人的資源管理をテーマとして勉強

しております。将来ベトナムの従業員と日系企業を

結ぶことのできる役割に尽くしたいと思っています。

ちょっとずれましたが今日は観光客のいない私の故

郷を皆さんに紹介したいと思います。

　私は自分の故郷について皆さんに紹介したいです。

ベトナムに旅行する方はハノイ、ダナン、ホーチミ

ン市などの都市へ優先的に旅行されると思います。

私の故郷はベトナム人でも知らない人もいるような

貧乏な地方です。行くつもりもない皆様に紹介する

のはいかがとは思いましたが自分の田舎を出来るだ

け、ひどければひどいほど人に知ってほしい精神を

持っている私は外国人観光客に好奇心を持ってもら

えればと思っています。私の故郷はバクザンという

所です。バクザンはハノイから約 50 キロメートル離

れています。バスで行けば 1 時間くらいかかると思

います。面積は 3,822 平方キロメートル、青森の 3

倍から 4 倍くらいではないかと思います。人口は

156 万 5,500 人、バクザンはベトナムの北の方にあ

りますから気候は亜熱帯気候です。一年間には春、夏、

秋、冬の四つの時期があります。平均気温は 23 度か

ら 25 度くらいです。ベトナムでは 1 月の下旬から 4

月までは日本の晩秋のような気候で日中は日本人に

とっては過ごしやすい感じだそうですが 5 月から 9

月までは暑くて雨量もかなり増えます。ベトナムへ

旅行するなら 1 月から 4 月に行った方がいいとお勧

めしたいです。バクザンの特徴はそれほど多くはあ

りませんが今日は三つの事を出したいと思います。

最初は果実について、バクザンにはライチ、オレンジ、

カスタードアップルなどがありますが一番有名なの

はライチです。青森のリンゴと同じでベトナムでは

バクザン省のライチといえば一番おいしいと思われ

ます。今年の生産量は約 21 万 5,800 トン、栽培面積

は 29,000 ヘクタールです。1 キロは結構安くて 100

円くらいです。バクザンのライチは 1 個 1 個が大き

くて甘い、1 個 2 グラムで中身は 80 パーセントくら

いで糖分が高く水分が低いから冷えたライチは夏の

時期大人気のおやつです。ベトナムでは有名といっ

てもライチは青森のリンゴのようにバクザンのブラ

ンドになることは出来ないし外国にも輸出していま

せん。ライチから作られた物産もあんまりありませ

ん。青森のリンゴが今のようになった歴史が知りた

くて青森のリンゴの今までの成功の事柄を発表後に

皆様に教えて頂ければ勉強になります。次はバクザ

ン省の観光地です。昔からずっと田舎でしたから華

麗なお城とか空への建物はないですが田舎だからこ

その自然があります。ビデオ

を見ていただきます。( ビデ

オを見ながら観光地とクア

ン・ホという民謡について説

明 ) ご清聴ありがとうござい

ました。

《吉田委員長》

　とても素敵なスピーチでした。ナム君どうもあり

がとうございました。ちなみに 2017 年度の米山奨学

生の受け入れ実績は 793 名でその中の国別の内訳を

みると中国が第 1 位で 300 人以上、ナム君の出身の

ベトナムが第 2 位で 100 人以上日本に来ているそう

です。友達がいっぱいいて寂しくはないのかな、ナ

ム君どうも有難うございました。
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