
 

 

 

3 月 19 日の卓話  3 月 5 の出席率  3 月 29 日の卓話  

 会員在籍者数 38 名 

 会員出席者数 33 名 

 会員欠席者数 5 名 

 本日の出席率 86.84％ 

  

上野精養軒 移動例会 

 

「ﾛｰﾀﾘｰの歴史と基本その 1」 

 当クラブ特別代表 斉藤実様 

 

 

「らいおんはーとの現状」 

NPO 法人らいおんはーと 

理事長 及川信之様 

2021 年 3 月 19 日［第 57 回］ 

≪2020-2021 年度オンライン例会 第 56 回例会報≫ 

2021 年 3 月 5 日（金）例会 12：30～14：00 

司会：大西聡会員 
■点鐘：飯塚憲貴会長 

「2021 年も早くも 3 月に入ってしまいました。こんな状況

ですので、時間が経つのが凄く早いような気がします。です

が私達は経営者ですので、うまく流れに乗っていきたなと思

っています。」 

(飯塚憲貴会長) 

(司会：大西聡会員) 

■国家斉唱 

■ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

■「四つのテスト」唱和 

■「ロータリーの目的」 

 東京臨海西 RC Ver.唱和：西野充英副会長 

(西野充英副会長) 

 

■来賓・ゲストスピーカー紹介：飯塚憲貴会長 

●東京臨海西ロータリークラブ 特別代表 

東京臨海ロータリークラブ   斉藤 実様 

●東京臨海西ロータリークラブ 発起人代表 

 東京臨海ロータリークラブ   鈴木孝行様 

●今年度米山奨学生     ヴ ティ ミン様 

 

 

 

 

 
 

(特別代表 斉藤実様)   (米山奨学生 ヴ ティ ミン様) 



 
 

 

■ビジター紹介： 

本日はいらっしゃいませんでした。 

 

■懇親タイム 

3〜4名ずつに別れてのグループディスカッション 

※約 10 分間ブレイクアウトルームにて行いました 

(平井修二会員・懇親タイムの様子) 

 

■会長報告・スピーチ：飯塚憲貴会長 

●水と衛星期間の月間について 

「動画視聴： 

https://www.youtube.com/watch?v=pt4cC1KDfD4&t=1s 

↑こちらから改めてご覧いただけます。 

日本では水道をひねると安全な水が飲めるというのは当た

り前だと思っていますが、世界ではその状況を求めている方

が凄く多いと思います。グァテマラでは汚くウイルスが沢山

入っている水を飲まざるおえず疫病に苦しんでいる方が今

でもいて、ガーナでは女性が往復で6～8時間かけて水を汲み

に行き、水を汲む為にだけに生きているような、そのような

生活をしている国が沢山あります。ロータリークラブではこ

のような情報が多く配信されているので、ぜひ見ていただけ

ればと思います。 

●カウンセラー委員会について 

「リスト分けができましたので、一覧を見ていただいて自分

がどこのグループに所属しているか確認してください。早速

本日の国際奉仕フォーラムでグループディスカッションを

行います。」 

●ヴ ティ ミンさん 

米奨学生奨学金お渡し 

(左から飯塚憲貴会長、米山奨学生 ヴ ティ ミン様) 

 

■幹事報告：大星太郎幹事  

●3月のロータリーレートは 1ドル 106 円です 

●本日、国際奉仕フォーラム終了後、理事役員会を

行いますので、例会終了後そのまま ZOOM にて 

お願いします 

●新入会員歓迎会を4/23(金)18時 30分から千代田

で開催予定です。 

●3 月 8 日(月)東分区 IM にて親睦ゴルフ表彰式が

あります。尚、表彰式の様子をサイトで見ることが

できます。ゴルフ参加した方には 3/2 事務局よりメ

ールしておりますのでご確認ください 

●3月 24(水)奉仕活動情報交換研究会(ZOOM) 

次年度三役の皆様にご案内しています 

(3/3 メール済） 

 

■委員会報告 

●一般社団法人パラボールリーグ協会  

栗山理事長より 
「商品カタログ製作協賛企業名様一覧に関するお詫び」 

 

■3月お祝い：飯塚正裕親睦活動委員 

・会員誕生日 栗山会員 

・奥様誕生日 栗山会員夫人、河村会員夫人 

       岩本会員夫人、飯塚正裕会員夫人 

・結婚記念日 西野会員、島崎会員、岩本会員 

・「誕生日の歌」を流しますのでおききください 

・1分間スピーチ：栗山義広会員 

「明日 3 月 6 日、お陰様で 54 歳になります。健康に気をつ

けて 55 歳まで頑張っていきたいと思います。会社では栗山

自動車工業の社長を 55 歳の 6 月 1 日に譲る予定になってお

https://www.youtube.com/watch?v=pt4cC1KDfD4&t=1s


 
 

 

りますので、それに向けてまた 1年間頑張っていきます。ど

うぞよろしくお願いします。」 

（栗山義広会員） 

 

■出席状況報告：清水孝弘会員 

⇒詳細 1頁バナー下の出席状況報告欄にて 

 

 

■ニコニコ BOX報告：岡田竜司会員 

(ご意向)今日はよろしくお願いします。昔ホーチ

ミンのミスサイゴンと言うミュージカル

映画を何度も観ました。ミンさん卓話楽

しみにしています。：斉藤実様(東京臨海

RC・当クラブ特別代表) 

(ご意向)油井委員長、国際奉仕フォーラムよろし

くお願いいたします。ミンさん、卓話よ

ろしくお願いいたします。武井さん、本

島さん、お仕事のご紹介ありがとうござ

います！：飯塚会長 

(ご意向)油井委員長、国際奉仕フォーラム、楽し

みにしております。ミンさん、ベトナム

の楽しいお話楽しみにしています： 

西野副会長 

(ご意向) ミンさん、卓話楽しみにしています。頑張って

ください！：大星幹事 

(ご意向)ミンさん卓話楽しみにしています。本日

もよろしくお願い致します：栗山会員 

 

平井会員、武井会員、間野会員、岸会員 

伊藤会員、大西会員、継岩会員、岩崎会員 

髙橋会員、石田会員、三橋会員、島崎会員 

岡田会員、本島会員、菅会員、佐々木会員 

清水会員、北林会員、飯塚正裕会員 

 

【24件 76,000 円  累計 2,056,390 円】 

 

■点鐘：飯塚憲貴会長 

 

 

■2020-21 年度国際奉仕フォーラム 

 油井健一委員長 

「皆さん、こんにちは。国際奉仕委員長の油井でございます。

これから、国際奉仕フォーラムを開催いたします。どうぞよ

ろしくお願いいたします。まずは、フォーラム開催にあたり

まして、会長より一言頂戴したいと思います。会長よろしく

お願いいたします。」 

 

■飯塚憲貴会長より 

「油井委員長ありがとうございます。ロータリークラブは、

基本的に五つの奉仕といわれています。五大奉仕といわれて

います。クラブ奉仕、社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、青少

年奉仕。本日はその国際奉仕について、皆さんで考えるとい

う時間となっております。 

 今年度は、米山奨学生として、ベトナム人の、日本で一生

懸命学んで、これから世界に貢献したいというミンさんのお

話を聞いていただいた後、国際奉仕委員会で考えていること

を、ぜひ皆さんで考えていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。以上です。」 

 

■本日の卓話「ベトナムのお正月」 
 米山奨学生 ヴ ティ ミン様 

 

 皆さんこんにちは。今回の例

会を卓話させていただきます。 

私の母国のベトナムは東南ア

ジアにあり、大陸の部分の面積

はおよそ33万平方キロメート

ルで、北から南部までに長い細

いSの文字の形をしています。

人口は約9,200万人で、首都は

北部にあるハノイです。 

 

 



 
 

 

●ベトナムの正月 

 今日は、私はベトナムのお正月について、皆さんにご紹介

したいと思います。よろしくお願いします。日本と違って、

私の国ベトナムでは、旧暦で新年をお祝いします。今年は2

月12日でした。お正月をテトと呼び、年間を通じて最も重要

な祝祭日です。ベトナム人に、1年間の中で一番大切な時期

を聞いたら、ほとんどの答えがテトです。 

 こちらの写真はベトナムのテトの前に、テト用品を買い物

するため、町がいつもより賑やかになって非常に混みあって

います。 

 

●正月の準備 

 ベトナムの家庭では、テトの2週間前からいろいろな準備

をしなければなりません。大体オンタオを見送る式からテト

の準備が始まります。旧暦12月23日にオンタオを見送る式を

行います。 

 この写真で、オンタオという神様がキッチンにいるとされ

ています。オンタオは、人間の良くない悪い行いを、その1年

間分をすべてメモして神様に報告するという人物です。ベト

ナム人にとって、オンタオを見送る式が大切な式です。見送

る際に、オンタオが鯉に乗って天国へ行くということを信じ

てるので、いつも3匹の鯉を湖や川などに放しに行きます。 

 お正月が来る楽しい雰囲気の中で、町も家も普段より何倍

か賑やかになっています。ベトナムではお正月に、お花や金

柑を飾ったりする風習があるので、花屋さんの露店がたくさ

ん並んで、とても華やかな光景になります。 

 

●北部と南部の違い 

 こちらは、北部の方でのお正月の前の雰囲気です。こちら

は南部の方ですね。ベトナムでは古いものを送り、新しいも

のを迎えるという観念があります。テトの前に、家族みんな

でいっしょに家を大掃除します。各部屋、リビングルーム、

キッチン、家具を掃除し、布団も洗濯し全部きれいにします。

赤色とピンクと黄色はラッキーやハッピーの象徴だといわ

れていますので、ピンクの花とか黄色の花と金柑で家を飾っ

たりします。 

 こちらはお祝いの花ですね。北部と南部は天気が違うこと

によりお祝いの花も違います。こちら北部ではピンクの桃の

花で、南部は黄色いアプリコットの花です。そして、新年を

迎えるために同じ地域に住んでる人たちは一緒に道をきれ

いに掃除したり、提灯で飾ったり、国旗を揚げたりすること

で、町がとってもきれいになります。 

 

●料理 

 次は、お正月の料理です。お正月の料理がたくさんありま

すが、ベトナムのテトの料理といえば、北部はチュンケーキ

と南部はテトケーキです。この二つは形だけ違います。 

両方とも中身は餅米の中に緑豆と豚肉が入っていて、その周

りをジョン葉っぱでくるんで保存しています。チュンケーキ

は茹でるのに10時間くらいかかります。ストーブの前に大人

が座って、出来上がり具合を見ながら、今年あったことや新

年のお願いについて話をします。 

 

●大晦日の過ごし方 

 次にベトナムでの大晦日です。ベトナムでの大晦日は、日

本と違います。日本では、家の中で静かにテレビを見ながら

過ごすことが多いと思いますが、ベトナムでは外に出かけて

カウントダウンをしたり、花火をして楽しむことが多いです。 

 特に、南部では1月と2月でも暑いので、外で過ごす人が多

いです。対して、北部ではお正月の時期は冬で寒くなるので、

家の中で食事したり親戚が集まったりします。でも、最近は、

北部で寒くても若者たちはほとんど外でカウントダウンし

ます。 

 

●元旦 

 次に正月、元旦です。テトの元旦では朝から家族のみんな

が、新しくきれいな服を着て新年を祝うために親戚や近所に

訪問に行ったりします。また、ベトナムのテトは、日本と同

じくお年玉の文化もあります。しかし、日本ではお年玉は子

どもが大人から貰うものですが、ベトナムでは、大人が子ど

もにあげるだけではなく、働く娘とか息子が両親と祖父に渡

したりすることもあります。 

 テト元旦から3日まで、家族、近所や友達訪問などをしま

す。ほとんどは2日、3日に若者たちが誰かの家に集まって飲

んだり食べたり、カラオケしたりします。すごく楽しいです。

テトは本当に最も神聖で特別な日です。それは家族全員が集

まり、一緒に楽しむ機会であり、みんなが新しくきれいな服

を着て去年の全て、悲しむこと、不運なことを忘れて、新し

い年を祝う機会です。 

 私はテトに、家で家族がそろって新年を迎えて、のんびり

過ごすことが一番好きです。 

 

●正月にすべきではないこと 

 あとは、テトにはすべきではないこともあります。テトの

元旦にごみを出してはいけません。この日にごみを出すのは、

新年の幸運も一緒に捨ててしまうと考えられるからです。 

 また、火は幸運のイメージがあるので、ライターを他の人

にあげてはいけません。そして、他の人にあげたら、自分の

幸運もあげてしまうから、しないです。 

 

●今年の正月と来年 

 今年は、実家に帰って家族

と一緒にテトを過ごすこと

ができなかったのですが、来

年コロナが落ち着いたら、ぜ

ひ、ベトナムに帰ってテトを

過ごしたいと思います。 

 以上で、発表を終わりま

す。ご清聴ありがとうござい

ます。 

 

●質疑応答 

［油井健一委員長］ 

「ミンさん、ありがとうございました。ミンさんのお話を受

けまして、会員の皆さんからミンさんに質問はありますでし

ょうか。」 



 
 

 

［西野充英副会長］ 

「じゃあ、私から。ミンさん、どうもありがとうございまし

た。お正月ということで、今回は皆さん家族で、お過ごしは

できなかったんだと思うのですが、そもそも、ベトナムって

いま長細いっていう話ありましたけど、南と。全く文化って

いうものは違うんですか。文化、カルチャーというのは。」 

 

［ヴ ティ ミン様］ 

「文化はそんなに違わないですね。天気だけ違って。だから、

食べ物とか楽しむことが違います。文化は日本と違わないで

す。」 

 

［西野充英副会長］ 

「ありがとうございます。」 

 

［油井健一委員長］ 

「ありがとうございます。基本的に、日本を含め東南アジア

は似たような正月を送るような感じをしています。だんだん

日本は、薄れてきているというか、やっぱ正月は家族全員が

集まって食事をしてというような形だったんですけども、だ

んだん最近はおのおのが勝手な行動をするようになったよ

うな形になっているので、非常に残念だなというふうに私な

りに思っているんですけれども。こんなところでよろしいで

しょうか。 

 ミンさん、ありがとうございました。」 

 

●まとめ 油井健一委員長 

「ここからは少しちょっとお時間を頂きたいと思います。 

 国際奉仕フォーラムでは、国際奉仕について考えていくの

が本来の姿であると思います。当クラブは国際奉仕活動とし

て、本日卓話いただいたミンさんを受け入れてます米山奨学

制度、バギオ基金、ロータリー財団などが現状では中心の奉

仕活動となっております。 

 当クラブは2018年の発足以来、奉仕活動の大半を寄付行為

が占めております。先ほど挙げた国際奉仕担当の寄付をはじ

め、江戸川区への寄付、らいおんはーとへの寄付、チャイボ

ラへの寄付など、その他その都度行っております。もちろん、

寄付については大変素晴らしいことと私も思っており、自ら

実践、行動、実行するようにしております。しかしながら、

現状では、年会費を払って多数の寄付行為を都度することが、

皆さまのロータリーの目的だったのでしょうか、というよう

な疑問も持っております。 

 今日は国際奉仕フォーラムという時間でありますけれど

も、国際奉仕をする前にわれわれが経営者として、さらにい

まよりより多くの奉仕ができるようにするのが先決ではな

いかと感じております。皆さんがどのように感じているか、

率直な意見を聞きたいと思っております。 

 今年度、飯塚会長のターゲットは、信頼関係を構築し奉仕

の機会をするとなっております。自分がクラブ入会時に望ん

でいたこと、例えば仕事のつながりを多く望んでいるとか、

経営に関する知識、見識を得たいとか、望んでることを率直

にお話し合いをしていただきたいと思っております。 

 先ほど発表がありましたカウンセラーグループで討論を

していただきたいと思います。なにぶん本当に率直な、あま

りこう着飾らないように、率直な意見を出して話し合ってい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。では、

グループディスカッションの方へお願いいたします。」 

 

■カウンセラー委員会 グループディスカッション 
 

●グループディスカッションを受けて 油井健一委員長 

「皆さん、いろんな意見が出たのではないかと思います。今

後はカウンセラーの方を中心に、いろんな取り組みしていた

だければと思います。 

また、多く出た意見はクラブ運営でも盛り込んでやっていき

たいようにしていきたいというふうに三役の方、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、閉会のあいさつを、西野副会長、よろしくお願

いいたします。」 

 
●閉会挨拶 西野充英副会長 

「油井委員長、本日は国際奉仕フォーラム事前準備も含めま

して、ありがとうございました。またミンさんも素晴らしい

卓話を頂きまして、ありがとうございました。 

 そんな中で、今日、カウンセラーグループのディスカッシ

ョン第1回目ということで、そんなに時間なかったと思うん

ですけど、率直な意見、皆さんグループの中でお話しされた

んじゃないかなと思っています。 

 また、時間がちょっと短かった部分もございますので、今

月の29日にあります、お花見例会のときに、当日アトラクシ

ョン等ご用意しておりませんので、少し長い時間がございま

す。あとは、この時間を利用してもう少し詳しいお話を伺え

ればなと思っておりますので、また引き続きよろしくお願い

します。 

 これにて国際奉仕フォーラムを終了したいと思います。皆

さま、どうもありがとうございました。」 

 


