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会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

荒澤 威彦
本日は、米山記念奨学生のゴー,グエン チー チュン
君と世話クラブ・三条ＲＣの五十嵐博宣さんがいらっし
ゃっています。ようこそお出でくださいました。
広い範囲で記録的な大雨の被害をもたらした台風 19
号でした。
あまりにも広範囲に渡っており復旧作業もか
なりの時間がかかりそうです。
長野県の大雨でこの地域も大河津分水の堤防が越水
しそうだと警報が出ていましたが、改めて、千曲川と信
濃川が同じ一本の川だということを思い出しました。
さて、こういう時の火災保険についてお話します。
今回の被害、まず台風による風災は、強風による屋根
の破損、飛来物によるガラスや外壁、エアコン室外機の
損傷等々。
次に水災です。台風、暴風雨、豪雨による洪水、融雪
洪水、高潮、土砂崩れ、落石等です。これは建物の評価
額 30%以上の損害、床上浸水、地盤面より 45ｃｍを
超える浸水で補償対象になります。
水災は保険の契約タイプにより付いていないものも
ありますので、この機会にぜひ確認してみてください。

◆本日の出席：47 名中 25 名
◆今年度の累計出席率：87.43％（10/21 まで）
◆ゲスト：米山奨学生ゴー,グエン チー チュン君
（ベトナム：長岡技術大学大学院） 五十嵐博宣君
（世話クラブ：三条ＲＣ）
◆先週のメークアップ
▶10/8 三条北ＲＣ 佐々木常行君 坂本洋司君 野
島廣一郎君 ▶10/17 三条東ＲＣへ 佐々木常行君
野島廣一郎君 ▶10/18 ライラ研修（舞子高原）へ
加藤一芳君 木村譲君 ▶10/19 第１回米山記念奨
学委員長セミナー（新潟市）へ 平松修之君

◆幹事報告 長谷川 直哉 幹事
●訃報 三条ロータリークラブ第 31 代会長熊倉昌平様
10 月９日ご逝去されました。
（10 月 15 日御葬儀）
●国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室より
「ロータリーの行動規範」に、５項目追加のお知らせ
※週報 10/7 号に掲載しました
●ＲＩ2560 地区大谷ガバナー事務所より
①「2022-2023 年度ガバナーノミニー候補者推薦につ
いて」の依頼 提出期限：2019 年 12 月 16 日
②「台風 19 号の被害状況確認」 ※被害にあわれた方は
ご報告ください
●ＲＩ2560 地区事務所より
①「社会奉仕委員会セミナー」開催のご案内
日時：2019 年 12 月１日（日）受付・昼食 11：30～
15：00 会場：糸魚川市・ホテル國富アネックス
出席義務者：クラブ社会奉仕委員長または代理者
②「ＲＩ2560 地区 財団感謝の集い」ご案内
日時：2019 年 12 月 1 日（日）受付 11:30～午餐会
12:00～（14:30 終了予定）会場：ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル新潟 出席対象者：メジャードナー、メジャード
ナー候補者、ポールハリスソサエティ会員 他
●三条市青少年育成市民会議より「私のメッセージ三条市
小学生大会」のご案内 日時：2019 年 11 月２日（土）
９：20～正午 会場：三条市中央公民館大ホール ※ク
ラブ後援事業
●五十嵐川を愛する会より「五十嵐川クリーン作戦」のご
案内 日時：2019 年 11 月 4 日（月・振休）７：00～
8：00 ※クラブ社会奉仕委員会を中心に参加御協力を
●分水ロータリークラブより
社会奉仕事業「上映会、新会員・分水高校生のﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯ
ｼｮﾝ」のご案内 日時：2019 年 11 月 4 日（月・振休）
13：00～ 会場：分水公民館大ホール 第一部：映画
「日日是好日」上映会 第二部：パネルディスカッション
「地域に貢献する生き方とは（仮）
」パネリスト：分水高等
学校生徒会役員、分水ＲＣ会員
●三条ロータリークラブより「社会奉仕事業：認知症三条
市民フォーラム」後援依頼 日時：2019 年 12 月 7 日
（土）９：00 開場 会場：ジオ・ワールドＶＩＰ 講
演：弥久保忠男氏（はあとふるあたご）
、児玉直樹氏（新潟
医療福祉大学教授）
【次頁へ続く】

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
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【前頁より続き】●新井ロータリークラブより「創立６０
周年記念式典」出席への御礼状 2019 年 10 月５日
（土）上越市にて荒澤会長、名古屋ＳＡＡ出席
●三条市共同募金委員会より「赤い羽根街頭募金の報告と
御礼」 １０月６日（日）荒澤会長参加。※クラブ（スマ
イルボックス）より２万円の協力

ニコニコボックス
10/21 10,000 円 累計 191,000 円
五十嵐君（三条ＲＣ）
「本日は宜しくお願い致します」
荒澤会長「米山奨学生のゴー,グエン チー チュン君と世話ク
ラブから五十嵐さん、ようこそ。宜しくお願いします」
長谷川幹事「チュン君ようこそ南クラブへ。大学生活を有意義
に過ごし、日本での想い出をたくさん作ってください」
平松君「本日、米山月間で三条ＲＣから米山奨学生のチュンさ
んに卓話をお願いしました。宜しくお願いします」
馬塲君「先日、ワシントンホテルで弥久保駒沢女子大教授から
西潟為蔵翁のフォーラムが開かれました。盛会でした」
田代君「本日は卓話をお願いしたゴー,グエン チー チュン君
ようこそいらっしゃいました。卓話楽しみにしています」
銅冶君、渡邊（光）君「BOX に協力します」
塩入君「BOX にご協力ありがとうございました」

卓話 「米山月間」
米山奨学生
長岡技術科学大学
ゴー,グエン チー チュン君
（ベトナム）
≪自己紹介≫
氏名：NGO NGUYEN CHI TRUNG
出身：ベトナム、ヴンタウ市
所属：長岡技術科学大学 技術科学イノベーション専攻
専門：電気電子情報
趣味：新しい知識を勉強すること、日本のアニメ、まんが
海が大好き
研究は大変なことなので、頭も疲れやすいし、その時、新
しいことを勉強すると、頭もリセットされて、効率も改善
できます。新しい知識と言っても、研究みたいに難しいこ
とではなく、自分が今まで、触れたことがない分野、文学、
歴史などを勉強
するぐらいです。
他の趣味は例えば・・・これは自分が日本に来る前にすごい
動機をくれました。
≪出身地のベトナム≫
首都：ハノイ 面積：33 万㎡ 人口：9554 万人
国境：東は海、西はラオスとカンボディア、北は中国
GDP：一人当たり 4,012 ドル
人口は日本とほぼ同じだが、GDP は日本の 10 分の 1
熱帯気候でもあるし、海も近いので、料理も豊か
戦争の歴史：
紀元前-1847：中国と戦い、最大 1000 年支配された。

1847-1945：対フランス
1945-1975：対アメリカ
≪ヴンタウ市の特徴≫
気候：平均温度 27℃
海の都市。観光と石油
ホーチミン市から120ｋｍ、
つまり車で 2 時間位なので、
ホーチミンから多くの人が
休暇を過ごしに来ます。
≪学歴≫
■ベトナム
2006-2010：ヴンタウ市中学校＝県の物理コン
テスト受賞
2010-2013：ホーチミン市 High School for
the Gifted＝ベトナム南方でランク 1 の高等学校
2013-2016：ホーチミン市工科大学
長岡技術科学大学ツイニングプログラム
■日本
2016- 長岡技術科学大学 2018 ：学部卒業
2018-現在：修士課程
自分の人生では、自らの能力のほかに 3 つの大
事な要素、すなわち動機、努力、そして運、によっ
て、大きく変わる機会、日本へ留学するチャンスな
どが生まれたと思っています。
もう 1 つの要素を思いつきました。それは縁です。
人と人の間にはやはり縁が必要です。動機、努力、能
力は自らの力で磨き向上することができますが、そ
れによって、運や縁というもの、チャンスを逃さず捕
まえられるのではないでしょうか。人間関係とは、ち
ゃんと構築できるものですから。過去を見直した時、
自分にとって、多くの人との出会いや機会がなけれ
ば、今ここ日本にいないかもしれません。

11 月のお祝い
✨会員誕生
船久保孝志君
✨配偶者誕生
渡辺和宏君御夫人
丸山智君御夫人
✨結婚記念日
長谷川直哉君
西潟精一君
丸山智君
渡辺和宏君

＊おめでとうございます＊

11 月の予定
11/18（月）職場例会 (株)ハイサーブウエノ
11/25（月）通常例会 ライラ研修報告

近隣 RC 例会変更

※記帳できます
11/13（水）三条 RC（親睦旅行・伊勢神宮へ）

