
● 12:30　　点　鐘

● ロータリーソング　　　　　　　　　　 奉仕の理想

● ゲストの紹介

国際ロータリー第２６３０地区 2019 年度米山記念奨学生

　　　　　　　　　　　 　　ホ　ヴァン　フォン　様

● 会長の時間　　　　　　　　 会長　　坂之上　健一

　皆さんこんにちは。本日の会長の時間は、
本年度の主な行事について皆様に再度お知
らせとお願い、又現在の新入会員の状況を
お話ししたいと思います。まず年内の主な
行事について 10 月 27 日はインターシティー
ミーティングがございます。清水ＡＧの下、当クラブがホス
トとなり濃飛グループ 6 クラブの会員約 170 名が出席する行
事です。当日は会場の設営から大懇親会そして当クラブ会員
での打ち上げと朝～夜までの行事となります。実行委員会の
打合せも何度も行い、あとは前日のリハーサルのみとなり
ました。皆様にご協力を頂かないと終えることのできない大
切な行事となりますのでどうか皆様ご協力をお願いいたしま
す。それから 11 月 16 日～ 17 日は地区の一大イベントであ
ります地区大会が三重県の津市で開かれます。次期は高山中
央ロータリークラブがホストとして地区大会を開催しなくて
はなりません。実行委員会も幾度か開催し次期に向けての計
画を進めております。この地区大会の組織図も皆様にお渡し
してあると思いますが、皆様にはそれぞれ委員会において大
切な役割がございますので今回津市で開かれる地区大会には
多数参加をして頂き次期に向けての参考にして頂きたいと思
います。又この地区大会は一泊いたしますので皆さんと泊り
での懇親会も楽しみにしたいと思います。年内の大きな行事
はこの二つとなりますがどうかご協力をお願いいたします。

又来年4月19日には世界文化センターにおいて「地区協議会」
が開催されます。今回は高山中央ロータリークラブがホスト
として 2630 地区の各委員長等が約 1300 人出席する会議の運
営となります。本年度の地区協議会は会議終了後、大懇親会
も予定しておりますのでこちらも地区大会に次ぐ大イベント
となりますのでご協力をお願いいたします。
　続きまして、本年度紹介いただきました新入会員の状況を
お知らせいたします。現時点で本年度 6 名のご紹介を頂き、
2 名の方には紹介者の方から入会の声をかけて頂きお話をさ
せて頂きました。そして一名の方は現在仕事が多忙のため入
会はしますが期日は少し待って下さいとの返事を頂き、二人
目の方は女性会員となりますが入会の期日も決めて頂き本年
12 月の第一例会に出席をしていただく事となりました。あ
とご紹介を頂いた方には予定を合わせながら入会のお話をさ
せていただく予定でおります。年度内大きな行事があります
が会員増強も確実に進めてまいりますので、どうか皆様ご協
力よろしくお願いいたします。

● 幹事報告　　　　　　　　　 幹　事　　堀口　裕之

　　国際ロータリー本部より
　　・ザ・ロータリアン誌
　　国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
　　・台風 15 号災害義援金協力のお願い
　　・第 7 回日台ロータリー親善会議　福岡大会のご案内
　　　日にち：2020 年 3 月 6 日（金）
　　　会場：ホテルニューオータニ博多
　　　登録料：22,000 円
　　・クラブ会員増強報告　9 月分
　　ロータリー米山記念奨学会より
　　・10 月米山資料のご案内
　　　（豆辞典・寄付マニュアル・委員長の手引き・2018 年

会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率

本日
1225 回 55 名 54 名 46 名 85.19％

前々回
1223 回 55 名 54 名 44 名 4 名 88.89％

出席報告
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　　　度事業報告書・2018 年度決算報告・50 周年記念誌申
　　　込チラシ）
　　・ハイライトよねやま　235
  ■ 高山ロータリークラブより
　　・第 42 回インターアクト年次大会報告書
　　・例会変更のお知らせ
　　　11 月 7 日（木）18：30 〜紅葉同伴例会　ホテルアソ
　　　シア高山リゾート
　　　12 月 26 日（木）18：30 〜忘年例会　角正
  ■ 高山西ロータリークラブより
　　・例会変更のお知らせ
　　　11 月 1 日（金）→ 10 月 27 日（日）濃飛グループ IM
  ■ 下呂ロータリークラブより
　　・益田清風 IA クラブ主催「秋のアジア・アフリカ支援
　　　衣料回収・募金活動」について
　　　日時：11 月 2 日（土）8：30 〜 11：00
　　　会場：益田清風高校
◀高山市青少年育成市民会議より▶
　　・「子ども・若者育成支援強化月間」における街頭啓発
　　　活動出役のご依頼
◀飛騨高山国際協会より▶
　　・フランス・コルマール市との協力協定書締結式並びに
　　　代表団歓迎レセプション開催のご案内
　　　日時：11 月 1 日（金）14：30 〜 15：30
　　　会場：高山市役所 4 階特別会議室
◀会報▶
　　・美濃加茂 RC
※九州北部豪雨災害義捐金　34,901 円振り込みました。

● 国際ロータリー第 2630 地区 2019 年度米山記念奨学生

　　　　　　　　 　　　　　ホ　ヴァン　フォン　様

　皆さんは株についてどんなイメージをお
持ちでしょうか？私の生まれた国では、だ
れもが「株」と聞くと、麻薬のような怖い
印象を持つことが多いのです。なるべく株
を避けているのです。なぜそのような株に
対するイメージができたのか。それは昔の話に戻ります。ベ
トナムの株は 1996 年 11 月 28 日に設立されましたが、2005
年までは資本金の株の割合は GDP の 1%しかありませんで
した。2006 年からその割合は 23%に急増し、さらに 2007 年
には 43％に増加しました。しかし、2008 年に発生した世界
的な経済バブルが崩壊し、金融危機になり、株価が大暴落し、
自国だけでなく世界的な株価下落が起こりました。その年に
何人もの投資家が全ての財産を失ってしまい、絶望して自殺
をはかったというニュースが話題になったため、株は怖いも

のと思われるようになりました。
　その後、その年から今日までのベトナムの資本金の株の割
合は GDP の 82%に増えました。なぜ、私が株に興味を持っ
たのかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんので、今
から説明したいと思います。実は、私が株に興味を持った
のは今からほんの 2 年前のことです。現在私は中京学院大学
の経営学部、経営学科で経営、経済について勉強しているの
ですが、簿記という科目で財務諸表について学んだ際、株に
ついても勉強したのですが、株はわかりづらい部分がかなり
ありました。会社がなぜ株を発行するのか、なぜ株主に配当
を分けないといけないのか 、どのように株価が変動するの
かを知りたくて、色々な本を読み、自分なりに勉強しまし
た。今でもまだ理解できないところがたくさんあります。そ
こで、大学でいくら勉強しても実際に体験しなければ、経験
にならないと考え、チャレンジとして株を買うことにしまし
た。 昨年の 5 月から貯金してできた資金で少し株を購入し
ました。そのおかげで、授業で教えてもらってもわかりづら
かった部分がだんだんわかるようになりました。株の投資は
基本的に短期投資と長期投資の 2 つに分けられます。それぞ
れの投資方法のリスクも違います。ベトナムの株は日本と違
い、発展途上の国なので株を買ったら、3 日間は保持しなけ
ればならない決まりがあります。自分が買った株は 4 日後か
らしか売ることができません。
　私が最初に投資したのは短期投資法でした。初めて投資す
るということ、そして、株に対してよいイメージを持ってい
ない私は慎重に投資するつもりでした。例えば、企業の株を
買おうとしたら、ニュースを見て、株の変動表、売買数を研
究してから、慎重に買いました。株についての本で読んだ著
名な人の考え方、投資法に基づいて、自分の投資計算法を作
り、投資しました。経営状態のよい企業に投資したおかげと、
自分が作った投資計算法が功を奏したのか、2 か月で思いが
けない結果がでました。利益が３0%ほど出たのです。 喜び
終わらないうちに世界に大変なことが起きました。それは、
2018 年 7 月 6 日にアメリカは制裁関税 3250 ドル程度を中国
に発動し、中国も譲歩せず、同程度の関税をアメリカにかけ、
米中貿易戦争に突入することになりました。全世界が経済的
に不況のせいか、株式市場では買い手がなく、逆に売り手が
多くなり、制御できなくなりました。
　経験のない未熟な私は何も知らずに投資し続け、大失敗し
ました。気づいたときには、利益分全てを失って、大きな損
失となってしまいました。
　現在、米中貿易摩擦の長期化、イギリス首相辞任による欧
州政治リスクなど、不安材料が相次いでいるため、いったん
株の売買から離れることにしましたが、成功、失敗に関わら
ず、この投資体験で、色々なことが勉強できました。大変よ
い経験になりました。
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　株式投資の他にも不動産投資もやってみることにしまし
た。2017 年 12 月にベトナムのニャタンというところの不動
産に投資しました。ニャタンは私がベトナムにいたとき、よ
く旅行に行った場所で、2017 年 8 月にベトナムへ一時帰国
した際にも、ニャタンに旅行に行ってきました。ニャタンの
現在の様子は、2015 年に訪れたニャタンとは全く違うと感
じました。発展のスピードがすさまじく、現在のベトナムは
経済活動の中心を旅行業界にシフトさせていて、海外からの
観光客を引きつけるため、旅行業の発展が最優先されていま
す。大きなビルや建物の建設に力を入れ、建設ラッシュです。
　ニャタンもベトナムの有名な観光名所の一つなので、外国
人観光客が訪れる場所として将来的価値があるところだと考
えています。しかし、自分の資金が少ないこと、そして、日
本にいてはニャタンの今の生の情報を知ることができないた
め、ニャタンに住んでいる親類を誘い、共同で投資すること
にしました。
　そして、予想外の結果がもたらされました。1 年後に、投
資した金額が 2 倍になって返ってきたのです。もちろん、ベ
トナムの他の都市でも同じような現象が起きているはずで
す。現在、ベトナムは発展のスピードが止まらない変更の姿
を世界に見せており、私たちもベトナムの若い世代代表とし
ての責任感を持って日本で精一杯頑張りたいと思います。
　わたくし、自分が体験したことは成功、失敗に関わらず自

分がやりたいことであれば、しっかりやってみたらいいと思
います。若者のうちにいろいろなことを体験して失敗しても
構いませんと考えております。日本ではこのようなことわざ
があります。「弘法にも筆の誤り」。上手な人でさえ間違いが
あるという意味です。昔の偉人たちも成功するために、何回
も失敗しています。１回、2 回、３回失敗してもあきらめず
に「七転び八起き」の精神で何回も何回も挑戦すれば、必ず
成功するはずです。
　もう一つのことわざは、「失敗は成功のもと」です。失敗
することによってやり方を改めることができ、成功につな
がるという意味です。つまり、いろいろなことにチャレンジ
することが経験になり、私にとって失敗は、成功の糧です。 
わたくしの考えるのは「失敗とは何かやろうとしたこと、やっ
ていることがたまたまうまくいかなかった状態を指し、それ
ができなくなった、不可能になった状態を指しているのでは
ないということです。失敗したという人のほとんどが、自分
で勝手に目標に向かうことをあきらめ、挑戦することをやめ
てしまったのです。 「やるべきだったのにやれなかったこと」
や「やるべきでなかったのにやってしまったこと」はしっか
り心にきざんで生きていきたいと思います。 
私の発表はこれでは終わりたいと思います。
ご清聴ありがとうございました
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　　　　　10 月のお祝い
＜会員誕生日＞
永井　信次　　　Ｓ２５年　１０月　５日
中田　專太郎　　Ｓ３０年　１０月　６日
伊藤　正隆　　　Ｓ２７年　１０月１１日
二木　公太郎　　Ｓ５０年　１０月１２日
坂之上　健一　　Ｓ３１年　１０月１７日
岡﨑　壮男　　　Ｓ３５年　１０月２１日
益田　大輔　　　Ｓ４９年　１０月２１日
井ノ下　雄志　　Ｓ４８年　１０月２４日
谷口　欣也　　　Ｓ３５年　１０月２７日

＜夫人誕生日＞
岩垣津　亘　　　則子　　　１０月１１日

おめでとうございます

　
　

和田　良博　　　景子　　　１０月１１日
田中　雅昭　　　栄子　　　１０月１３日

＜結婚記念日＞　
内田　茂　　　　Ｓ５８年　１０月　１日
津田　久嗣　　　Ｓ６２年　１０月　４日
坂之上　健一　　Ｓ５７年　１０月１９日
熊﨑　元康　　　Ｈ　５年　１０月２４日
鶯塚　英雄　　　Ｓ５７年　１０月２８日
平林　英一　　　Ｓ５２年　１０月３０日
久々野　国良　　Ｓ５１年　１０月３１日
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◀ニコニコＢＯＸ▶

米山記念奨学生のホ・ヴァン・フォン様のご来訪を歓
迎致します。卓話をよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  理事役員一同

平素より、米山記念奨学会にご理解・ご支援ありがと
うございます。本日は、米山記念奨学生のホ・ヴァン・
フォンさんの卓話をさせて頂きます。よろしくお願い
致します。　　　　　　　　　　　　　　  村瀬　祐治

濃飛グループのＩＭが 10/27 に開催されます。皆様の
ご協力をよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  清水　幸平

全国信用組合の業界誌「しんくみ」10 月号の巻頭言を
執筆し原稿料が入りましたのでニコニコへ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大原　誠

結婚記念日のお花をありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  坂之上健一

妻への誕生日のプレゼントありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  和田　良博

10/13 台風の中とりあえず無事に次男の親戚だけの披
露宴を高山で行う事ができました。東京・大阪・名古
屋から命がけで集まって頂きましたので感謝と込めて
ニコニコへ。　　　　　　　　　　　　　　  高木　純

ラグビーｗカップ日本代表大変感動しました。後輩 2
人代表選出おめでとう。よく頑張りました。感動をあ
りがとうニコニコ。　　　　　　　　　　  小出　貴博

本日早退します。　　　  古橋　ひと実　　谷口　欣也




