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[第 2566 回]卓話
地区大会/道灌まつり
[第 2568 回]卓話
[第 2569 回]卓話

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
理事会にて名誉会員として髙山市長をお迎えすることが正式
に決定いたしました。11/28 の例会で卓話をお願いすると同時
に入会式を執り行う予定です。
先日の台風 24 号は伊勢原周辺でも多くの被害が発生しまし
た。保険業を生業にしている私も、過去に経験のない件数の風
災事故処理に追われています。今週末には台風 25 号が日本に
接近するとの予測もあり心配です。昨今、異常気象が叫ばれて
いますが、大きな災害が発生するのが普通で、災害が全く発生
しないときを異常気象というようになるのかもしれません。さ
て、本日は私の生業に関する知識から皆さんに役立つ情報をお
話したいと思います。今回の台風被害でも大変多くのお問い合
わせをいただいているのが「自宅の屋根の瓦が飛んで隣家の車
にぶつかり損害を与えてしまった。これは弁償しなければなら
ないのか？」といったケースです。故意または過失によって他
人をキズつけたり他人の物を損壊したりした場合には、民法上
の不法行為責任を負います。被害者が損害賠償を請求する場
合、被害者は、加害者に故意または過失があったことや、加害
行為と損害に因果関係があることを立証しなければなりませ
ん。今回のポイントは加害者とされる側に過失（不注意）があ
ったかどうかが問題となる訳ですが、特に今回のような広域に
渡り発生した自然災害に関しては不可抗力であり、責任は負わ
ないというのが保険会社の見解です。したがいまして、自衛の
ためには家にも車にもしっかりと保険を掛けておく必要があ
ります。また、災害時の公的支援制度については、「災害救助
法」に基づき避難所や仮設住宅設置や食料・飲料の給与、医療
などの現物給付のほか、「被災者生活再建支援法」に基づく金
銭的な支給制度があります。なお、被災者生活再建支援法では、
自然災害により 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
等が対象となります。
本日はンガーさんの卓話です。研究調査のためにベトナムに帰
国していたそうです。卓話楽しみにしています。

幹事報告
★ガバナー事務より
・ガバナー脇洋一郎様より、公式訪問のお礼状が届いております。
・2017-18 年度の立法案（決議案）についての規定審議会の開催と決議案
が配信されております。
・2019 年規定審議会立法案(決議案)提出のお願いが配信されております。
決議案：毎年年度末までに地区の承認を得て提出
締切 2019 年 3 月 20 日(水)
・2019-20 実施年度向け 第 1 回地区補助金説明会 及び 補助金管理セミナ
ーのご案内
日時
2018 年 11 月 3 日（土）
1)第 1 回地区補助金説明会 13：00 ～ 15：00
2)補助金管理セミナー
15：00 ～ 17：00
場所
JR 藤沢駅南口 第一相澤ビル８階 会議室
申込
10/22(月)
・2021 年～2022 年ガバナー・ノミニー候補者提案に関する告知が届いて
おります。
・第 53 回 神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)のご案内
日
時：11 月 13 日（火）9 : 30 集合
16 : 00 パーティー 18 : 00 解散予定
テ ニ ス 会 場：湘南ローンテニスクラブ
パーティー会場：MOKICHI
参
加
費：ロータリアン 7,000 円 家族ゲスト 5,000 円
(どちらかだけの参加 ロータリアン 4,000 円 家族ゲスト 3,000 円)
締
切：11 月 2 日(金)
・公共イメージ委員会から END POLIO NOW オックフォードシャツ注文
のお知らせが配信されております。 期日：10 月末日迄 FAX にて注文
・財団室 NEWS10 月号が配信されております。
★伊勢原観光道灌まつり実行委員会より
第 51 回伊勢原観光道灌まつり広告宣伝物ご協賛のお礼とプログラムが
届いております。

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／築城忠生君／𡈽屋 修君／松下 孝君／飯田隆三君
萩原庸嘉君／井戸川秀治君／田中 徹君／天野耕一郎君／田村貴寿君

[配偶者誕生記念祝い]

[結婚記念祝い]

[結婚記念祝い]

[創業記念祝い]

外谷 正人君
うちのカミさんの誕生日を
祝って頂きまして有難うご
ざいます。人前でカミさん
の年齢を言うと怒られます
ので言えませんが、自分と
同い年になりました。

大澤 守門君
お祝い有難うございます。
結婚 23 年目を迎えました。
何も良いことないですが、
これからも恐妻家クラブ会
長として恥ずかしくないよ
う頑張ります。

西部 康男君
今年の 10 月 3 日で 51 回
目の結婚記念日を迎えま
す。あっという間でしたが、
楽しく平穏無事に過ごしま
した。感謝です。

荒巻 哲郎君
創立記念を祝って頂き有難
うございます。足がふらつ
き赤子のようにヨチヨチ歩
きになりましたが、心は青
年です。初心にかえって昼
寝を楽しんでいます。

出席報告
会員数

濵尾ゆかり/出席・プログラム委員長

出席計算に用いた数

61

59

出席者数

36

出席率（％）

60.01

前々回修正出席率（％）

67.79

MAKE UP
事前
東井重和君→秦野中 RC
萩原庸嘉君→米山一泊研修旅行
秦野 RC
田中 徹君→秦野 RC
事後
松下 孝君→札幌東 RC

委員会報告
社会奉仕委員会／戸田裕士委員長
★ふれあい授業について
日時 ： 11/16 13：00～15：00
先週に引き続き皆様に声かけをさせて頂きほぼ決まりました。
専門技術分野：薬局・堀口さん、陶芸・村山さん
芸能マスコミ分野：デザイン・大澤さん、タウン誌・勝浦さん
事務：よしえ事務所高橋さん
営業/販売：大垣さん、サービス・遠山さん、旅行観光・小山さん
保安/消防：伊勢原市消防本部
戸外：獣医師・貝原さん
交通機関：小田急電鉄
MAKE UP の対象になりますので、皆様是非ご参加ください。
外谷正人幹事
★10/14 道灌まつりの３クラブ合同キャンペーンと地区大会のご案内です。
道灌まつり 9：30～13：30 集合場所：横浜銀行伊勢原支店駐車場(赤い T シャツをお持ちの方、着用ください)
例会場：こみや
地区大会
集合 10：00
場所：コジマ電機交差点前のセブンイレブン駐車場
会場：茅ヶ崎市民文化会館
登録開始：11：30 懇親会終了：18：30 バッチとネクタイ着用

米山奨学生
9 月分・10 月分の奨学金が手渡されました。

卓 話

米山奨学生

ズオン

クインガーさん

自己紹介をさせて頂きます。私は日本に来る前には日系企業のエンジニアでした。
日本に留学してからは、日本に来る人に日本語を教えていました。観光が好きなので、
週末にはフリーガイドをしていました。日本に留学するきっかけは、ベトナムで日本語を
勉強していましたが、自分の日本語のレベルがまだまだで、日本語だけでなく日本文化も
勉強したいと思い、留学を決めました。
日本に来てからは、自分がもっと変わりたいと思い、日本語のスピーチコンテストに参加し、
3 位になりました。日本に留学して色々な国の人と友達になりました。ロータリークラブに参加してからは日本文化だけでなく多くの国の
人と文化交流ができました。中国人やスリランカ人と日本語でコミュニケーションを取ることができ、日本語を勉強してすごく良かったで
す。そして、いろいろなロータリークラブに参加しました。今は、大学院で日本語教育を専攻しています。テーマは不満表明です。なぜこ
のテーマを選んだかと言うと、日系企業で働いていた時に、良いことだけでなく嫌なこともありましたが、その時に相手を傷つけずどうや
って対処すれば良いかと思い、研究したいと思いました。日本に留学してからは、日本の文化はよく「はっきり言わないで曖昧だ」と言わ
れますが、それは人を傷つけないようにしていることだと気づき、研究しようと思いました。研究方法は、日本とベトナムの大学に行って、
それぞれ日本人の会話を録音・録画してインタビューし、それを持ち帰って分析します。分析結果はまだ出ていませんが、例えば日本人は
他人に話しかける時に、「すみません」や「お願いがあります」のような前置きをしますが、ベトナム人はそれをせずいきなり言いたいこ
とを伝えます。これが一番はっきりした違いだと思います。
次にベトナムについて紹介したいと思います。
日本ではおはよう・こんにちは・こんばんはなど挨拶が時間帯によって区別されますが、ベトナムは１語しかありません。なので、今はど
の言葉を言えば良いのか難しかったです。今でもあまりはっきりとは言えません。その点ベトナム語は便利だと思いました。
地図を見ると日本とベトナムの形が似ています。でも日本の方が少し大きいです。日本からハノイまでは５時間かかります。時差は２時間
です。日本には四季がありますがベトナムには雨季と乾季しかありません。雨季は 9 月～12 月でその間ずっと雨が降っています。それ以
外は乾季で長い期間なので、農民は大変です。日本の伝統的な服は着物ですが、毎日は着てないですね。ベトナムはアオザイですが、一般
人はやはり毎日は着ません。結婚式などは派手なアオザイを着ます。学校の先生は毎日アオザイを着ています。
次は私の住んでいる町を紹介します。ダナンです。
地図で見ると、ベトナムの真ん中辺りにあり、ベトナムで３番目に大きい町です。ホイアンは京都と同じで元々首都だったところで、世界
遺産の町です。ダナンは海の町で、海がすごく綺麗で食べ物も安くて美味しいです。この橋はハン橋です。この橋の特徴は船を通すために
可動式になっていることです。次はドラゴン橋です。名前の由来は、橋の形が龍のモチーフでできているからです。口から火を吹きます。
観光名所にもなっています。ダナンでは毎年 4 月～6 月に花火大会が行われます。日本ではどの地方でも花火大会がありますが、ベトナム
は政府が許可したところしか花火大会ができません。ダナンだけが花火大会ができます。
機会がありましたら、皆さん是非行って見てください。私がご案内します。
ご静聴ありがとうございました。

