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2021-22 年度ＲＩ会長シェカール・メータ ■地区ガバナー 吉川 秀隆
■会長 林
功 ■副会長 名村研二郎 ■副会長 井上 裕子 ■副会長 鶴原 英生 ■幹事 林原みどり
■親睦委員長 笹川 哲士 ■広報･会報 吉岡 崇

2021-22 年度

No.3205

会長

林

功

来年のことを言うと鬼が笑うと言われておりますが、巷では来
年の手帳が売り出されたりしており、そろそろ来年のことも考え
なければならない時期になってまいりました。気候についても、
先週までは最高気温が３０度に迫るほど暑かったのですが、今週
に入り、急に気温が１０度近くも低くなり、寒さを感じ初める時
期になってまいりました。コロナ渦につきましても、このところ
は新規感染者数等の減少が続いておりますが、この気候変動のこ
ともございますので、皆様どうかご健康にご留意くださいますよ
う、お願い申し上げます。
さて、来年のお話といいますと、そろそろ当クラブも次年度の
ことを考え始めなければなりません。前回例会後の理事会で、細
則に従い、奥村勝彦前会長、田中孝史会長エレクト、さらに会長
経験者として明石巧会員、奥村昌也会員そして私の５名で指名委
員会を組織したことをお伝えしましたところ、理事会で承認され
ました。この指名委員会で、とり急ぎ次年度の理事・役員、その
中には次々年度会長も含まれますが、その人選を急いで行うこと
になっているところです。これから、ガバナー補佐訪問、ガバナ
ー訪問などの行事もございますが、来月までに次年度の体制を固
め、しかるべき手続を経て皆様のご承認を得た上で、１２月から、
いよいよ次年度の理事・役員が実質的に動き始めることになりま
す。そのような中で、来年春のＲＡＣ５０周年記念事業や、その
後の当クラブ７０周年記念事業の計画もどんどん具体化してい
かなければならないと考えております。今後とも、どうかよろし
くお願いいたします。

■副幹事 新見 香

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
『ガバナー補佐訪問/
クラブアッセンブリー②』
卓話者：
国際ロータリー
2660 地区 IM 第 1 組ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰ補佐

延原

健二様

/各委員会委員長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

２ みんなに公平か
✤ニコニコ BOX✤

林原みどり

会員

（地区より）
①2022-23 年度 地区委員出向者推薦のお願い
（林会長、林原幹事）

プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口
林

橋本

②2020-21 年度Ｇ月信最終号送付の件
（会員各位）

香
聡

会員
会員

功 会長：ティンさんの卓話楽しみにし
ております。よろしくお願い
致します。
昌也会員：結婚記念日の品を頂いて。

✤今月の表彰✤

③地区大会信任状ご提出のお願い
（林会長、林原幹事）

ポールハリスフェローPHF２
林
井上

（池田市美術展運営委員会より）
④池田市美術展御礼
（林会長）

功
裕子

会長
会員

✤出席報告✤
出席報告

橋本

昌也

会員

○出席数 21 名
○会員数 28 名
○出席率 77.78％

✤前回の卓話✤
〇前々々回 9 月 15 日（水）
補正出席率 85.71％
メーキャップ
近藤 秀一
橋本 昌也

会員（船場 RC）
会員（池田 RAC）

『わたしの故郷
クアンニン省』
米山奨学生

ブイ クウン ティン君

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

はんとう

ベトナムは東南アジアのインドシナ半島 の東部に

クアンニン省は、政治、経済、軍事、外交において
りっち

位置します。中国の南の方に位置します。

有利な立地であり、また、ベトナムと中国が共同で開

中国、ラオス、カンボジアと 国 境 を接します。

発する 越 中 経 済 協 力 地域を有しています。アセアン

こっきょう

せっ

こしなかけいざいきょうりょく ち い き

ちょっこうびん

日本からベトナムまで

直 行 便 の飛行機で行くとだ

こうせい

ぞ く じ ち く

と中国、また中国の広西チワン族自治区とシンガポー
ぼうえきちゅうけいち

いたい 5 時間から 6 時間がかかります。

ルの貿易中継地としての役割を期待されています。
ぐん

まち

クアンニン省は、ベトナムの東北部に位置していま

・クアンニン省には、14 の市・地区、186 区・郡・町が

す。 ベトナムの首都（ハノイ市から約 200 ㎞離れて

あります。ベトナム全土で、4 市を有しているのはク

います）

アンニン省だけです。ハロン市、カンファ市、ウオン

昔はクアンニン省からハノイ市へ行くとバスで 6、7
こうそくどうろ

時間がかかりましたが、近年高速道路ができたので、

ビ市、モンカイ市です。ハロン市は省都です。（省都
けんちょうしょざいち

は日本の県庁所在地のようなものです。）

移動する時間が短くなりました。
クアンニン省の北側では約 118km、トンキン湾では
こっきょう

クアンニン省の 4 市について紹介いたします。

191km に渡り、中国と 国 境 を接します。南側はハイ
フォン市、西側はランソン省、バクザン省、ハイズン
省、と接しています。

ほくとう

1 番目はハロン市です。ハノイの北東約 160km に位
置しています。ハロン市は世界文化遺産に登録されて

りょうかい

けいしょうち

中国との国境および 領 海 に同時に接する唯一の地

いる景勝地ハロン湾に面し、観光の拠点となっていま

方です。 ・ベトナム全土の 3 分の 2 を占める 大 小 合

す。観光名所がいっぱいあって、経済発展にも繋がっ

わせて 2,000 の島を有し、海岸線は 250 km 以上に及

ています。ハロン湾は 1994 年に審美的価値から、2004

だいしょう

かいがんせん

およ

きげんぜん

しんび

ち み

ちけい

んでいます。紀元前にベトナム北部を初めて統一した

年に地実、地形的価値で世界文化遺産としてユネスコ

とされる伝説の王「フン（雄）王」により建国された

により認定されました。

「バンラン（Văn Lang）」の時代からあった全国で歴
史の最も長い地方の一つです。

次はカンファ市です。

せきたんまいぞうりょう

クアンニン省では 石炭埋蔵量 が多くフランス

カンファ市はクアンニン省の 2 番目に大きい都市で

植民地時代から石炭採掘が開始されたことで、この地

あり、昔から省の 鉱 業 及 び発電の中心 としての機能

しょくみんち

ろうどうかいきゅう

こうぎょうおよ

たんこう

方には 労 働 階 級 が最も早くに誕生し、革命運動の

を果たしています。ここでは、炭鉱のみならず建設資

発祥地となりました。

材や木材加工 のための森林など工業発展のための豊

はっしょうち

もくざいかこう

富な資源を有します。また、カンファ市では、洞窟や

そうむしょうとうけいきょく

すいいき

総 務 省 統 計 局 によると 2017 年にクアンニン省では

観光活動のための貴重な水域 を有するバイトゥロン

・人口：約 126 万人

湾に面しています。2025 年までに、近代化及び持続可

（そのうち 64.1%が都市に住んでいます）
そうめんせき

ないりく

じぞく

能な環境の達成を通して、鉱業及び発電セクターにお

・総面積：12,220 km²平方キロメートル（そのうち内陸

けるグリーン産業サービス都市になることを目指し

の面積は 6,102 km2 です）

ています。現在は、カンファ市だと言われていますが、

・GDP：一人当たり約 4,500＄

10 年前は市じゃなくて、工業が発展していて、経済も

（ちなみに、2017 年に大阪府一人当たり 41,000＄だ

うまくいっているので、2012 年に市に 昇 格 されまし

そうです）。

た。

しょうかく

次はウオンビ市です。
クアンニン省における

ウオンビ市はハノイ市、ハイフォン市及びハロン市

・民族：キン（ベト）族、タイー族、ヤオ族、サンチ

を結ぶ国道 18 号線に面しています。ウオンビ市も石

ャイ族、サンユウ族、華族です

炭火力発電が有名ですが、ウオンビ市 が文化的、歴

・宗教：＋）仏教(97%）

史的、資源を活用した観光振興の中心として発展する

＋）キリスト教（3％）

かんこうしんこう

しめ

ことが方針として示されています。

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

最後はモンカイ市です。
とうこうしょう

モンカイ市は中国の 東 興 省 に国境を接します。昔

ポリオプラス基金

から中国との繋がりが強くあるところです。肉地がつ
ながることもあり、昔から両国で行き来があるので、
商売が頻繁に行われています。
最後に、クアンニン省の名物といえば、新鮮な海産
物、特にスジホシムシ、シャコ、イカ、エビ、カニ、

10月6日時点累計

7,397 円

10月20日分

1,236 円

累計

8,633 円

等。 最も有名な特産品は、ハロンのイカとイカのす
り身（ チャー・ムック）です。これを食べながら、
お酒と一緒に飲むと最高です。海で獲られた海鮮を新

義捐金ＢＯＸ

鮮のままで、売っています。すごく安くて、おいしい
と評価されています。
これもクアンニン省の一つの魅力です。

10月6日時点累計

124,555 円

10月20日分

1,135 円

累計

11 月のスケジュール
3

水

休会（祝日週）

10

水

3205 回例会

17

水

3206 回例会

24

水

休会（祝日週）

125,690 円

ニコニコ箱の累計
10 月 20 日現在

累計 420,000 円

11 月 10 日（水）例会
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

奉仕の理想
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いて輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

『京は遙か
昔の人は偉かった 』
卓話者：岸上

宏司

会員

