
　テーマ

　２０２０年１０月６日(火)

　【会長報告】氏家 正俊 会長

◆ 9月26日(土)香川第Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会に森幹事と出席しました。

　【幹事報告】森 英司 幹事

◆ ロータリーの友・ガバナー月信１０月号・米山記念奨学事業「豆辞典」を配布しており

　 ますのでご覧ください。

◆ 次週10月13日(火)例会は「職場例会；猪熊弦一郎現代美術館」と会場変更しております。

出席される方は13時に美術館２Ｆパブリックスペースに集合してください。15分程度の

館内説明を聞いた後、自由鑑賞、自由解散とします。

◎昼食は11:30~14:00の間でオークラホテル丸亀１Fレストランにてご利用できます。

◆ 10月20日(火)午後7時~創立46周年記念夜間例会を「遊食房屋 丸亀店」にて行います。

　 多数のご出席をお願いします。参加者は当日会費4,000円を集金させていただきます。

◆ 10月27日(火)は香川第Ⅱ分区 白井ガバナー補佐訪問；クラブ協議会を行ないます。

多数のご出席をお願いします。　

＊クラブ協議会(13:40~14:40)に参加される方はクラブ計画書を持参でお願いします。

◆ 11月10日(火)は 篠原ガバナー公式訪問となっております。案内文を配布しておりますの

で、出欠返答をお願いします。

◆ 善通寺ＲＣより例会変更と故村上幸生会員を偲ぶお別れ会のお知ら文が届いております。

◆ 本日例会終了後、10月理事会を行ないますので役員理事の方はご出席をお願いします。

　【プログラム】 💛 客 話（米山記念奨学会委員会 ）秋山佳弘委員長

　〔米山奨学生・ゲェン ティ タォ ドンさん〕ベトナム・女性

　　　カウンセラー・岡 隆夫 様（高松南RC）

　　☯ 香川大学工学部材料創造工学科

　　☯ 自己紹介

　　　・フルネーム：

　　　　　ゲェン　　ティ　タォ　　ドン

　　　　　名字　　ミドルネーム　下の名前

　　　・出身：ベトナムのラムドン省

＊ ホーチミンの北：バスで４~６時間

＊ 年間平均温度：１７~１８℃

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
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~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから



＊ 風がよく吹く　→　涼しい毎日

＊ 日較差：１３～１４℃　→　一日でも四節を楽しめる

＊ 年間季節：乾季、雨季

　　　・家族：４人（父・母・兄・私）

　　　・趣味：アニメを見ること、飲み会

　　☯ 来日のきっかけ

　　　・異文化を体験したい

　　　・日本に憧れ

　　　・アニメから日本の文化や生活などに興味を持つ

　　　・安全

　　☯ 学歴

　　　・2013年：高校を卒業（ベトナム）

　　　・2014年：ドンズー日本語学校卒業　→　来日

　　　・2014～2016年：広島ＹＭＣＡ専門学校（日本語学習）

　　　・2016～2017年：大阪ＹＭＣＡ国際専門学校（日本語、数学、物理、

科学、英語）

　　　・2017年～現在：香川大学工学部材料創造工学科

　　☯ 研究内容

　　　・多様な組織形態のチタン合金Ti₋6AI₋4V（Ti₋64）の機械的特性

　　　　（強度・延性）に及ぼす影響

　　　・実験方法

　　　　　・チタン合金（Ti₋64）熱処理により様々な組織を作り出す

　　　・評価方法

　　　　　・機械的特性評価

　　　　 引張試験：破断するまで引っ張り、応力とひずみ（伸び）

を測定　→　引張強度、延性

　　　　　・組織評価

　　　　 反射電子像：表面で反射された電子量で組織を確認

　　　・研究成果

＊ Duplexとbimodal形態は極めて引張強度が高い

＊ 等軸形態は強度が低いが伸びがいい

＊ ラメラ形態は伸びず脆性的に破断する

　　☯ ロータリー米山記念奨学会に入った後

＊ 勉強：安心に研究ができる

　　　研究時間が増える

＊ 就活：集中できる

＊ 交流：世話クラブ

　　　カウンセラー

＊ 経済的：コロナの影響でアルバイト

の時間が減っても生活が困らない

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから

カウンセラーの岡隆夫様（高松南ＲＣ）よりニコニコ＜Big＞をいただきました。



≪公益財団法人ロータリー米山記念奨学会について＞

外国人留学生を支援する民間最大の奨学団体です。

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志して日本に在留している外国人留学生に

対し、日本全国のロータリアン（ロータリークラブ会員）の寄付金を財源として、奨学

金を支給し支援する民間の奨学団体です。

＊目的

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する

優秀な留学生を奨学することを目的としています。優秀とは「（1）学業」に対する熱意

や優秀性はもちろんのこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケーション能力」への意

欲や能力に優れている点が含まれます。

　１）学業‥学問に対する研究の目的・目標を明確にし、研鑚（けんさん）を重ねて

その成果をあげる努力をする。

　２）異文化理解‥異なる言語･文化･習慣などを理解する努力をする。

　３）コミュニケーション能力‥人間関係における円滑なコミュニケーションを築き、

自己の確立と共に他者を受入れる柔軟な姿勢をもつ。

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文化、習慣などに触れ、社

会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維持に

貢献する人となることが期待されます。

＊民間最大の奨学事業

年間の奨学生採用数は860人（枠）、事業費は14億4千万円（2018-19年度決算）と、国

内では民間最大の国際奨学事業となっています。これまでに支援してきた奨学生数は、

累計で21,023人（2019年7月現在）。その出身国は、世界129の国と地域に及びます。

＊特色~世話クラブとカウンセラー～

米山奨学金には、奨学金による経済的な支援だけでなく、ロータリークラブ独自の世話

クラブとカウンセラー制度による心の通った支援があります。

（世話クラブとは）

日本には約2,300のロータリークラブがあります。そのうち1つのクラブが、1人の奨学生

の「世話クラブ」となります。米山奨学生は世話クラブの例会 に月に一度出席し、ロー

タリー会員と積極的に交流して国際交流・相互理解を深めるとともに、ロータリーの奉

仕の心を学びます。

　◎世話クラブで行われること

　１）米山奨学生は月に１回例会へ出席

　２）奨学金の受け渡し

　３）スピーチその他、親睦活動・奉仕活動への参加など

＊シンボルマークについて

重なり合うハートは「ロータリアン」と「奨学生」です。

外国人留学生の支援・交流を通じて国を超えた信頼関係を

築き、世界の平和を願う”心” を育てるという、事業創設の

願いが込められています。

手は、そうした”心”を生み出すと同時に、当事業がロータ

リアンの手で支えられていることを示しています。

　　１．真実かどうか 　　２．好意と友情を深めるか

　　３．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

~四つのテスト~

言行はこれに照らしてから



　【本日のニコニコ】

🍀 米山奨学生のゲェン様、カウンセラーの岡様をお迎えして

　 　　客話を無事終えて。　ありがとうございました。 ：秋山  佳弘  米山奨学会委員長

🍀 米山奨学生のゲェン様、カウンセラーの岡様をお迎えして

　 　　客話を拝聴して。本日はありがとうございました。 ：氏家 正俊  会長

🍀 米山奨学生のゲェン様、カウンセラーの岡様をお迎えして

　 　　客話を拝聴して。本日はありがとうございました。 ：  森   英司  幹事

🍀 娘の全日本ジュニア馬場馬術大会が

　 　オリンピックスタジアムで開催することが決定して ：  岡   千枝  さん

🍀 妻の誕生日にお花をいただいて ：山下 孝志 さん

　【来訪ロータリアン】（１名）

★ 岡    隆 夫  氏　（高松南ＲＣ）＊米山カウンセラー

　【メークアップ】（なし）

　【出席報告】

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

３９名 ３名 ３６名 ２９名 ７名 80.56%

会員総数 出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率

３９名 ３名 ３６名 ３０名 ６名 83.33%

　 　

　【１０月１３日(火)の例会】職場例会（職業奉仕委員会）山下 孝志 委員長

　【猪熊弦一郎現代美術館　午後１時集合】

　【１０月２０日(火)の例会】丸亀東RC創立46周年記念夜間例会

　【遊食房屋 丸亀店　　午後７時~】

　ロータリーの目的
　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。

　具体的には、次の各項を奨励することにある。

第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。

第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を

実践すること。

第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進す

ること。

例会場
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第２１７９回例会

第２１８１回例会 ＜１０月６日(火)現在＞


