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べき五感、建築で言うと日向ぼっ
こできる場所、土間のひやっとし
ロータリーソング「手に手つないで」 た空間、木陰の気持ちよさ、など
が伝わらない。今の家は断熱も防
ゲスト
音もよく、感覚がなくなって来る
家になっている。こんな家に住む
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と子どもたちは本来感じなければ
いけないことがどんどんなくなっ
ビジター
て来るのではないかと言う話をさ
浜松ロータリークラブ
れました。
「建築を志すなら、次世
伊藤 洋夫様
代につながるようにそれをわかっ
た上で仕事をしましょう」という
会長挨拶
勉強をしてきました。
今日はアン君の卓話ですが、す
ごく感心したことがあります。1 年
以上前にもちつき大会があって、
一緒に行きました。彼は自分がで
きることをすぐ行動に移してくれ
ていました。
子どもたちに何かを教えるよう
な機会はなかなかありませんが、
先週の例会では阪神大震災の話 教育も暮らしも小さい頃からいろ
をさせて頂きました。一昨日から いろ経験することが、考えて即座
建築の会議があり、神戸を通って に動けるということに繋がってい
岡山、多度津、金毘羅へ行ってき くと思います。私も孫の教育を考
ました。地震の話で「地震、雷、 えたいと思いました。
火事、親父」とよく言いますが、
「親
幹事報告
父」というのは本当は「オオヤマ
ジ（大きい風＝台風」がなまった ・浜松ハーモニーRC 映画鑑賞例会
「この世界のかたすみに」
ものだそうです。皆様もうご存じ
参加希望を回覧します。
かもしれませんが、初めて知った
・浜松交響楽団コンサートチケッ
ので報告します。
会議は久しぶりに参加しました ト 2 枚あります。
が、南は大分から東北まで、家業 ・My Rotary に登録を。川合委員
を継ぐために建築の仕事を始めた 長がサポートします。
方もいて、刺激を受けてきました。 ・会費請求書のフォームについて、
AI の話も出て、
「AI は人間の思考 再考します。
回路を停止させる」というような ・2 月 7 日、次年度予定者会議を例
ことを講師の方が言ってました。 会後を開きます。
本来、人間が小さい頃から感じる
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♪眞瀬悦邦さん
アンさん、本日は遠いところあ
りがとうございます。新婚生活は
いかかですか？早く子どもができ
ますように、頑張って下さい。
♪長坂伸二さん
アン君、本日は大変お忙しい所
来ていただき、誠にありがとうご
ざいます。卓話宜しくお願い致し
ます。

♪佐々木雄二さん
息子、バスケットで先週冬の全
国大会の県大会が有りました。夏
の全国大会ベスト８に続き、ジュ
ニアウィンターカップ全国大会の
切符を手にしました。3 月 26~29
日東京の味の素スタジアムで、今
度こそ 全国優勝を目 指してき ま
す。
（息子ですが）
米山奨学金贈呈

協力し合って早く元の生活に戻っ
ています。その精神を見習いたいと
思いました。
盛岡には去年 10 月帰り、保証人
ゲスト紹介：長坂伸二さん
になってくれた方と日本語学校の
昨年 3 月まで、当クラブでお世
話をし、4 月 1 日に名古屋の会社へ 担任の先生にお会いし、時間が足り
就職をし、今日は現況報告という ないくらい話をしました。
去年最後に参加した例会では、多
ことで卓話をお願しました。
くの方から励ましの言葉を頂き、
と
今年の 1 月 4 日に結婚式を挙げ、
子どもは 4 ヶ月めに入るそうです。 ても感動しました。3 月 20 日には
今日は会社を早めに終わって来て 大学の卒業式がありました。皆さん
のおかげで一生懸命勉強し、成果が
くれました。
出せたのはとても嬉しかったです。
☆元米山記念奨学生
フィン ファム クアン アン様
入社した愛知機械工業は日産グ
ループの会社で、自動車部品を作っ
ています。設立は 1949 年。最初は
自動車メーカーではなく戦闘機の
メーカーでした。社員は約 1900 名、
本社は名古屋市熱田区にあります。
主な製品は自動車用のエンジンと
トランスミッションマニュアル（日
産で唯一）
、電気自動車用の部品な
ども作っています。
新年おめでとうございます。皆
私は大学を卒業して入社後、1 ヶ
様の益々のご健康をお祈り申し上 月半の現場研修を経て、私の希望し
げます。
ていた部署に配属されました。実際
2018 年 4 月から奨学生としてカ は難しいこともたくさんあります。
ウンセラーの長坂さんはじめ、浜 同期に 11 名いますが、この部署配
松 中 ロ ー タリ ー ク ラブの 皆 様 と 属は私一人です。
様々なイベントに参加させていた パワートレース製品設計開発部で
だきました。どうもありがとうご エンジンの部品開発を担当してい
ざいます。期間は 1 年でしたが、 ます。車ごとにプロジェクトがあ
忘れられない 1 年でした。
り、それぞれ担当部品の形状を検討
まず名前ですが、フィンが名字、 します。部品の強度、製造加工性の
ファムは母の名字、クアン アンが 問題、製造コストなどを総合的に検
名前です。アンという名前は多い 討していきます。最後に検討した結
ので、2 つの名前で呼ばれ、これで 果を一つの資料にまとめて、発表し
性別もわかります。今年 5 月に 26 ます。大学で勉強した専門知識が良
歳になります。趣味はサッカーと く活用できています。業務上外部の
飛行機の写真撮影です。2012 年 6 方とのやり取りも多く、日本語のほ
月高校を卒業し、日本語学校で 8 かに英語、ベトナム語を使用して仕
ヵ月日本語を勉強してから 2013 年 事を進めています。会社自体はベト
4 月に日本に来ました。最初は盛岡 ナムに取引先はありませんが、日産
で 2 年日本語学校に通い、2015 年 グループの他の会社の出張所があ
4 月静岡大学に入りました。去年 3 り、日本語で通じない場合はベトナ
月無事卒業し、愛知機械工業㈱に ム語を使うということになります。
入社しました。日本に来た理由は フロアには壁がなく、コミュニケー
四つあります。まず、日本で最先 ションが非常に取りやすいです。毎
端技術を勉強し、それを活用し日 日仕事が異なり、1 週間同じ仕事を
本とベトナムの架け橋に貢献した することがなく、様々な課題に取り
いと思ったこと、質の高い教育の 組むので面白いです。他の部署と連
中で勉強し成長したかったこと、 携して仕事をするので、さまざまな
日本もアジアの国なのでベトナム 人と知り合えるのも楽しいです。
と習慣が似ていること、最後に日
朝は 7 時に起きて 8 時半前に出社
本は自然災害が多くても、人々が
します。勤務時間はフレックスで
卓話

8 時間勤務すればよいのです。私は
早く家に帰りたいので、早めに出社
しています。午前中は課題の対策を
したり、会議等に参加したりしま
す。お昼を挟んで、
午後も同様です。
定時は 17 時半ですが、中々この時
間には帰れません。他の仕事の対応
などをし、帰宅となります。仕事の
ほかに会社のイベントも色々あり、
9 月に秋祭りがありました。地元の
子どものために開かれ、多くの子ど
もが遊びに来ました。12 月は大忘
年会。私はこの 2 つの幹事もしま
した。このほか会社の体育館で月 2
回フットサルの交流をしています。
私生活では今年 1 月 4 日に結婚
式を挙げました。多くのお客様に列
席いただき、両方の両親も喜んでい
ました。
今日は旧暦の大晦日です。明日は
旧正月です。ベトナムでは旧正月
（テト）も盛大に行われ、1 月 1 日
は 1 日だけ休みですが、テトは 1
週間くらいです。フラワーマーケッ
トが開かれ花を買う人でにぎわい
ます。年が変わる時には花火が打ち
上げられます。正月には家族が集ま
り、正月の料理を皆で食べます。日
本に来てからはベトナムのテトを
祝えないので寂しいです。離れた両
親の健康を祈っています。
ご清聴ありがとうございました。
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