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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6ホテルニューイタヤ内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      嶋田 辰雄 S.A.A 

    

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ 笠倉  勉 様(下館紫水 RC) 

§ 佐伯 秀利 様(宇都宮北 RC) 

§ カオ・ホアイ・ヴ 君(米山奨学生・卓話者) 

§ ソフィアン・コーエン 君(１年交換留学生) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんばんは。 

 下館紫水ロータリークラブの朝倉様、宇都宮北ロータリークラブの佐伯様、本日はようこそお

いでくださいました。どうぞごゆっくりご歓談ください。米山奨学生のカオ君、卓話を楽しみに

しています。よろしくお願いします。 

 先週のガバナー公式訪問では、皆様のご協力ありがとうございました。中谷ガバナーにお褒め

の言葉をいただけたのも皆様のお蔭と思い感謝致します。 

 10月より、米山月間そして 11月はロータリー財団月間となります。以前、鈴木会員のおっしゃ

た「国を恨んで人を恨まず」と言う言葉の通り、昨今他国の誹謗中傷する事がありますが、皆様

の浄財をよろしくお願い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§先週より茨城・栃木水害義援金のご協力をお願い致しましたが、今週も引き続きよろしくお願

い致します。 

 

 

10 月 第 1 例会        

2015 年 10 月 7 日(水)    会員数 48 名 出席 30 名 

TEL:028-635-5511
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    10 月のお祝い事    磯田 賢 親睦・家族委員 

    

§ 入会記念 田村一夫会員・黒崎丈博会員 

   § 会員誕生 金田秀壽会員・村田宏明会員・田口久雄会員 

   § 婦人誕生 藤井康夫会員・村上芳弘会員・小保方信聴会員 

佐々木隆会員・山本敬三会員・枝野修一会員 

   § 結婚記念 安齊誠一会員・菅野孝祠会員・磯田賢会員 

   § 創立記念 村田宏明会員 北関東ニチユ(株) ・ 荻原英美会員 (有)荻原会計事務所 

田中正夫会員 材木町会計事務所 ・ 藤島 拓会員 (株)日本環境整備 

 

    米山奨学生 奨学金支給 

    

   §米山奨学生 カオ・ホアイ・ヴ君に奨学金を支給致しました。 

 

    スマイル BOX 委員会報告   田口 久雄 委員 

    

§藤井康夫会長 先日はガバナー公式訪問のご協力ありがとうございました。今月は米山月間で

す。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

カオ君卓話よろしくお願いします。 

   §坂井俊司幹事 先週のガバナー公式訪問、遅くまでお疲れ様でした。皆様のご協力にスマイル

します。 

   §若月章男会員 すっかり秋めいて紅葉の便りが聞こえるようになりました。10月 11月は米山と

財団の月間です。皆様の多大なご協力をお願い致します。 

   §仲田俊夫会員 今月から米山月間です。来月はロータリー財団月間です。よろしくお願い致し

ます。 

   §山本敬三会員 11月 1日(日)インターアクト清掃の出席者メンバー、今のところ 11名参加です。

多数のご参加、お待ちしています。 

   §嶋田辰雄会員 藤井年度が始まって 3 か月になりました。席替えをしましたのでご注意くださ

い。また 3か月後に席替えをしたいと思いますので、ご協力お願い致します。 

   §菊池 功会員 今日は 1 カ月ぶりの出席です。皆さんの顔を久々に見る事が出来て大変嬉しい

です。これからもよろしくお願いします。 

   §村田宏明会員 会社の方は創立 45周年を記念して、群馬県高崎市の高崎支店を今月新築移転し、

オープンしました。旧高崎支店は中古車センターとして営業します。栃木県・

群馬県両県で 9つ目の支店となります。今後ともよろしくお願い致します。 

   §田島久夫会員 10 月 8 日(木)大相撲巡業 宇都宮場所の為、本日 横綱以下 約 200 名の力士が、

当ホテルに宿泊します。関心のある方は、夕方 当ホテルロビーを覗いてみてく

ださい。 

   §藤島 拓会員 先週土曜日 10月 10日の野球の練習が最後です。この日の練習が 10月 25日(日)

の地区の野球大会の出場 9 人(プラス)に入れるかどうか重要になる様なので、

野球部員の皆様、練習参加よろしくお願い致します!!優勝目指してガンバロ

ー!! 
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   §長谷川博夫会員 一昨日は、沖縄・石垣島でマンタとダイビングして来ました。藤井会長、高

久さんもダイビングすることと聴いていますので、いつかご一緒して下さい。 

   §岩本一男会員 2人の日本人がノーベル賞を受賞しましたが、大変誇りに思います。また、東大

卒・京大卒ではないという事が現代のキーワードですね。二流三流がこれから

勝さるということです。 

   §関口 隆会員 TPPのお蔭で New Worldの Wineが安価になるのでスマイルします。 

   §中野智之会員 今日も元気にスマイルします。 

   §鈴木秀明会員 昨夜は珍しく真直ぐに家に帰りました。体を大事にしたいと思います。 

   §塩田 潔会員 5人目の孫が生まれました。女の子です。増々ジジ臭くなりました。 

   §酒澤伸二会員 今週は子供達の初めての運動会があり、とても楽しみです。 

   §田中正夫会員 先週土曜日 夜の当ホテル但馬での宴会時の仲居さんのおもてなしが良かった

です。 

   §田口久雄会員 本日はカオさんのお話、楽しみにしております。 

       

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  24,000 円 

 

    ロータリー基金委員会報告    若月章男委員長 

    

  今月は米山月間で 11月はロータリー財団月間です。両委員会共に合同にて皆様のご協力をお願 

い致します。 

 

    野球部報告           塩田 潔 監督 

    

第 21回地区親善野球大会が足利市総合グランドに於いて開催されます。大会当日は笠原会員の 

アサヒタクシーより、バスをお手配いただきました。酒澤会員のデザインだそうです。当日の 

応援に多くの皆様のご参加をお願い致します。出発はイタヤホテル集合 7：00出発となります。 

 

    米山奨学生 卓話 

    

   カオ・ホアイ・ヴ 君 

 

「見た・感じた・学んだ日本に感謝」 

皆さんこんにちは。今日はよろしくお願いいたします。 

タイトルは「見た・感じた・学んだ日本に感謝」です。 

まず、簡単に自己紹介させていただきます。私の名前はカオ・ホアイ・ヴです。名前はヴですが、い

つもカオさんと呼ばれています。ベトナム語にカオの意味は高いです。子供の頃、私の体が小さかった

ので、親は私の背が高くなるようにカオを呼びました。良かったら、ぜひカオと呼んでください。現在

宇都宮大学先端光工学科を勉強しています。今年４年生です。ベトナムの南のカントから来ました。私

の故郷が米、果物、野菜、川魚などの田舎のものが沢山あります。趣味はカメラ、お酒を味わうことで

す。 

日本に留学したいと考えたきっかけはベトナムの実家の隣に住むお兄さんから与えられました。子ど



RID2550 UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

もの頃、日本に留学していたお兄さんがベトナムに帰ってくる度に、日本製の一眼レフカメラ、シュー

バ、炊飯器など電気製品を見せて貰いました。そして、漫画、ドラマ、日本についてのテレビ番組など

を通して、いつしか日本に対して親しみや憧れを感じるようになりました。さらに、日本は科学技術大

国かつ経済大国であり、電気電子工学、機械工学や材料工学などの多くの分野において世界の先端にな

って、近年、 アシモやペッパーなど人と共生するロボットに関連する研究成果は世界中の注目を浴びて

います。このような高水準の技術大国にある優れた学術環境を整えている大学で勉強したいと考えて、

高校を卒業したあと、日本語学校に行って、朝日新聞配達奨学生として、日本に留学することを決めま

した。 

来日した当初は日本語で簡単な挨拶しかできませんでしたが、新聞配達をきっかけとして、その日売

れ残った新聞をもらい、早く日本語が分かるように知らない単語や文法を調べて一生懸命学びました。

そして、日本に来てから一年半後、宇都宮大学工学部電気電子学科に合格しました。 

タイトルにあります日本での体験をお話ししたいと思います。 

一つ目は、日本に来て最初に驚いたのは、朝の通勤電車です。これは宇都宮ではなくて、最初日本に

到着したばかり、空港からベトナム大使館に行った時の感想です。 誰に言われるでもなくサラリーマン

の方がきちんと 3 列に並んで順番を待っている姿(すがた)をみて、日本人は礼儀正しいな、丁寧だなと

思いました。一方、夜の電車になるとがらりと様子が変わって、背広（せびろ）も乱れ酔っぱらって（み

だれよばら）、だらしなくソファに寝そべっているサラリーマンをよく見かけました。どちらが本当の日

本人の姿なのかよくわかりません。しかし、その時は日本はかなり自由な国だと感じていました。やっ

と忙しい 1 日を終えて、電車の中で自分を解放できる方法があるということは、うらやましく思いまし

た。 

二つ目は今まで、私の人生の一番困ったことです。それは新聞配達の時、交通事故に合ったことです。

３日間で、無意識なりました。起きるとき、一人病院にいました、まわりに誰でもいなかったです。体

上にたくさん病院の設備が付きました。体、特に顎と歯が痛かったです。その後、１ヶ月で顎が固定さ

れたので、何でも食べられなくて、味噌汁、ジュースと牛乳しか飲めなかったです。私は埼玉医科大学

総合医療センターに入院しました。私は大きな衝撃を受けました。それは世界水準からみても最先端と

思われる医療施設及び医科環境を整えている病院でした（ととのえる）。特に、病院職員は優しくて、親

切で患者に医療を提供します。看護婦さんも可愛いです。例えば、医療説明のとき、医者さんからいつ

も私が納得できるまで説明して頂きました。 

そして事故で私が悪かったですから、相手の車と新聞店のバイクとの修理費と入院費を払わなければ

ならないと考えましたので、すごく心配で、混乱しました。最後良かったのは新聞店の店長は保険会社

と相手と相談してくれました。それで、私はそのお金を補償する必要がなくなりました。 

三つ目は最初に日本の言葉づかいに対し、いろいろ悩まされました。例えば「すいません」という言

葉ですが、電子辞書には謝罪の言葉です。日本人はいつも感謝していると思っていました。しかし、「す

いません」はある程度「ありがとう」の意味で使っていると知り驚きました。日本人は、ベトナム人よ

り周りに気を使う国民だなと思いました。また、日本人が招待を受けたり、お世話になったり、好意を

受けたりしたときは、「この間はどうもありがとうございました」や、「この前はいろいろお世話になり

まして」と、2度 3度繰り返しお礼をすることです。もちろんベトナムではこのような習慣は全然ないの

で、そんなことをみた時、私は印象を受けました。やはり、最初日本人と話すときはとても緊張しまし

たが、今は、ペラペラとは言いませんが普通の会話ができるようになりました。感じた日本の中で、言

葉遣いはとても重要だと思いました。 

四つ目は日本は社会レベルで意見を述べるチャンスが少なかったです。私の研究室を例にとると、学
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生が自分の実験や課題が終わっていても先に帰ることはしません。誰か一人が帰ってくれるとみんなが

ぱっと帰ります。グループ社会では、自分が先陣を切って行動することを拒む特徴を持った社会だと思

います。これに対して、ベトナム社会はあまり周辺の意見に関わらず個人の意見をもって行動する文化

的な背景を持っているので、私はグループ社会の理解には時間がかかりました。 

さらに日本は優しい国だと思います。例えば、日本は生活の中で、バスは乗客がきちんと着席してか

ら出発します。電車には冬になると座席にも暖房が入ります。トイレには予備のトイレトペーパーが準

備されています。日本の 100 円ショップに行くと、日本人の知恵が詰まっている商品を安く入手するこ

とが出来ますし、日常生活にはとても便利だと思います。しかもそれらの商品は安いですが、質がとて

もよく長い間使うことが出来ます。そのような細かいところが、全部他人のために考えていることがす

ごく優しいと思います。 

また、日本人はいつも「立場」をよく考えて気配りしています。その考え方に合わせた「立場」を正

しく認識して、できる限り自分の能力を発揮して努力しようとしている日本人の要素は、今までの 5 年

間をかけてみてきました。それは、留学生として、興味であれ、勉強であれ、日本において実践し体験

しているからこそ、その社会の奥にある異文化といったものを感じられることが出来ると考えています。 

続いて私の専門分野をお話ししたいと思います。今、私のいるのは、宇都宮大学先端光専攻です。私

の研究はレーザー加工というレーザー応用の一つの種類です。レーザー加工とは高エネルギー密度のレ

ーザ光を照射することにより、熱エネルギーとして対象物を溶融・蒸発させる加工技術です。対象物の

表面温度が急速に上昇することで、沸点または融点に達し変化が発生します。レーザー加工の応用は穴

あけ、切断、ハーフカット、塗装剥離、表面層剥離などです。 

大学で、１年生から３年生まで、ほぼアルバイトで学費と生活費を賄いました。４年生になってから、

国際ロータリー第２５５０地区の米山奨学生に選ばれ、支援していただいた奨学金のおかげで、経済的

不安を抱えることなく、また、アルバイトせずに済むため、その時間を活用して、４年生の研究課題、

実験、発表会、卒論作成などを順調にこなし、大学院進学を目指して充実した研究生活を過ごしてきま

したが、幸いなことにこの９月に大学院にも合格することができました。 

日本留学を終えた後の将来の計画ではベトナムでの大学の光技術の先生になりたいと思います。これ

から、ベトナムへ日本の 有名な光学機器メーカの投資が増えてきますので、ベトナムで直接に日本の企

業の産業を負担する技術者の育成がもっともっと必要になってきていますので、光学の先生になること

で、日本企業とベトナムの技術者との懸け橋となりたいと思います。さらに、日本で吸収した文化、思

考、考え方、知識を私の後輩に伝えることで、両国の企業だけじゃなくて、日本人とベトナム人との間

の関係を近くしたいと思います。 

またロータリークラブを通してこの半年で、社会の色々な分野で活躍しておられる素晴らしい先生達

と話し合う機会がよくあります。そして先生達の話しを通して、日本人、日本の文化、日本の歴史、日

本経済、日本の発展の理由、自分の専門などを深く理解ができました。このような機会は私の人生でと

ても貴重な経験となりました。特に、クラブには私よりベトナムの事をしっかり知っている先生が多く

いらっしゃいますので、私はとても嬉しくと思っています、これからは日本と母国との懸け橋になって

両国の理解と繁栄のために貢献していき、ロータリー精神を実現したいと強く思っています。 

実は、日本に来て 5 年経ちますが、日本で留学したことによりいろいろな知識を習得したり、日本の

「心」を学ぶことが出来ました。特に、日本人から、色々な援助もいただきました。私の心には、日本

人に対する感謝の気持ちが一杯です。これらの経験が私の成長に役立つのではないかと思います。 もう

一度留学をやり直すチャンスがあるとしても、日本への留学を選びたいと思っています。 
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    プログラム 

      

月  日 時  間 内  容 

10 月 14 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

セーフティネット「フードバンク」について 

認定NPO法人とちぎボランティアネットワーク 

専務理事・事務局長 矢野正広様 

理事 徳山篤様 

10 月 21 日(水) 12：30～13：00 

外部卓話 

「宮コンと出会いの街」 

宮コン創設者 佐々木 均 様 

10 月 28 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：お月見の会 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  48 名  前々回 9 月 30 日 

出席数  30 名  訂正率  法定休日 

欠席数  18 名     

出席率   76.92％  

次回例会 

 2015 年 10 月 14 日(水)  

 招待卓話：「セーフティーネットフードバンクについて」 

 認定法人とちぎボランティアネットワーク 

 専務理事・事務局長 矢野正広様 

理事 徳山篤様 


