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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘             増田 昌美 会長 

●斉唱               「奉仕の理想」 

須山 文夫 副ソングリーダー 

 

卓話者紹介           増田 昌美 会長 

ＣＯＰＲＯＮＡ㈱ 副社長 ＤＡＯ・ＤＵＹ・ＡＮ様 

 

ゲスト紹介           増田 昌美 会長 

イノベーション アンド トレードパートナーズ㈱ 

取締役               近藤 章平様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪ロータリアンの紹介  岩井 茂次 親睦委員長 

川崎西ＲＣ            斉藤 正彦 様 

 

 

会長報告            増田 昌美 会長 

１．ガバナー事務所より「国際ロータリー第 2590地区 

米山学友会主催 東日本大震災復興支援チャリティー

コンサート」の案内が届いておりますのでご案内させて

いただきます。  参加希望の方は事務局又は幹事まで

連絡をください。 

   日時：５月１２日（土）14：30～17：00 

   場所：馬車道 関内ホール 小ホール 

 

第１９０３回（本年度 第３８回） 例会 平成２４年 ４月 １８日  晴れ 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 
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２． ４月１５日かわさき楽大師での献血推進活動では

清水社会奉仕委員長はじめ多くの会員のご協力、あ

りがとうございました。おかげさまで５０名登録、

４０名献血という素晴らしい成果となりましたこ

とを報告させていただきます 

３．米山学友 喬 禹翔君から日中青少年友好交流コン

サートの案内を頂きましたのでご興味のある方は

事務局まで連絡を下さい。 

   日時：５月９日（水）18：00～20：00 

  場所：国立オリンピック青少年総合センター  

カルチャー棟大ホール 

４．「ローターアクト主催 第 23回関東ブロック研修会」

が届いておりますので、関係者の方の出席をお願い

します。 

   日時：６月２日（土） 14：30～17：00 

   場所： さいたま共済会館 

５．漢城ロータリークラブより創立３７周年記念式典の

招待状が届いております。 

  当クラブの姉妹クラブですので、出来るだけ多くの

方で訪問したいとおもいますのでよろしくお願い

します。 

   日時：５月１０（木） 17：00受付 

   場所：ソウル プレジテントホテル１９階 

６．ご協力頂きました「米山記念館 全国一人１００円

募金運動」に対してのお礼状が届いておりますので

報告させていただきます。 

７．増強について、中村会員増強委員長には大変頑張っ

ていただいておりますが、今のところ今年度目標１

０名に対して１名入会です。 

  地区の状況は、第１Ｇは増加、２５９０地区は減少、

その中で減少しているグループは全国で２地区の

み。増強も大事だけれど、退会防止にも力を入れて

行きたい。 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．横浜南ＲＡＣ主催のスポーツ交流会の案内が届いて

おります、参加できる方は事務局まで連絡をお願い

します。 

   日時：５月４日（金） 13：00受付 

   場所：関東学院中学高等学校 体育館 

２．川崎大師平間寺様の大改修に伴い、駐車場が川中島

になりましたが、有料で構わなければ大師公園駐車

場の方が近いので参考にしてください。 
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出席報告           船木 幸雄 委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1903 回 60 51 27 24 52.94 ％

1901 回 60 51 31 20 60.78 ％

11 修正出席率 82.35 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

通算 出席率

 

メイクアップ 

林  鶴、嶋崎 嘉夫、竹田 正和、石川 庸、 

清水 宏明、矢野 清久、石渡 勝朗、須山 文夫、           

飯塚 元明、谷澤 幹男、沼田 直輝、  各会員 

                

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長  

第２５９０地区 米山奨学金増進副委員長  

川崎西ＲＣ            斉藤 正彦 様 

川崎大師ロータリークラブの会員の皆様方には、地区米

山奨学委員会にご理解とご協力を頂き御礼申し上げま

す。また、増田会長、船山さんをはじめ、鈴木昇二 地

区米山学友委員、牛山裕子 クラブ米山奨学委員長には、

公私共にお世話になり感謝いたします。 

本日は、川崎大師ロータリークラブの例会に表敬に参り

ました。 

今後とも地区米山奨学委員会に更なるご理解とご協力

を賜りますように宜しくお願い致します。 

元川崎大師ＲＣ会員 福原 成浩 様 

福原です、その節は皆様に大変お世話になり感謝して居

ります。ロータリーで勉強させていただいた事がその後

の人生に多大に影響し役に立っている事を御報告して

おきます。 

島岡 榮基 会員 

４月１５日、１６日の母の葬儀に際しまして、ご多忙の

中、会員皆様にご会葬頂きましたので。 

白石 浩司 会員 

先月 長男が結婚しました。 

ありがとうございました、今後共宜しくお願い致します。 

小林 勇次 会員 

本日 ２４回目の結婚記念日です。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「アンさん、ベトナムのことをいろいろ教えてください。 

 本日は卓話宜しくお願いいたします」 

♪横山俊夫♪石渡勝朗♪船山昭三♪矢野清久 

♪増田昌美♪伊藤佳子♪武者惠吾♪沼田直輝 

♪竹中裕彦♪村石庄作♪岩井茂次 

         

卓話者紹介     横山 俊夫 プログラム委員長  

ＣＯＰＲＯＮＡ株式会社  

代表取締役副社長       ダオ ユイ アン様 

2000年 4月 東京大学工学部建築学科入学 

2004 年 4 月 同卒業、大学院工学系研究科建築専攻進

学 

2008年 4月 同終了、建築関係会社に就職 

2011年 ＣＯＰＲＯＮＡ株式会社立ち上げに参

画後就任 

卓話 

テーマ「ベトナムという国」 

こんにちは。ベトナムの紹介をさせて頂くのに数字よ

りもイメージでわかって下さい。日本では「別れと出会

いの季節」は春ですが、ベトナムでは夏です。「就職」
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は、日本だと春に一斉に入社式ですが、ベトナムでは、

１年中入社シーズンです。ベトナムの国の花は＜蓮＞で

す。蓮は、泥沼の中からきれいな花を咲かせます。生活

は苦しく泥沼のようだが将来花を咲かせようという意

味です。 

自己紹介をします。ベトナムのダナン市出身です。ダ

ナンは、デベロッパーが入り海を開発しているリゾート

地です。高卒で来日し静岡の日本語学校で地獄の２年間

を経験しました。アルバイトで学費・生活費をかせぎ、

忍耐力を養うなどベースを作ってくれた２年間でした。

大学時代は、部活しかやっていなくて、今でも連絡をと

るのはこの仲間です。大学院へ行ってみましたが、研究

職に向かないことを痛感し、修士課程終了後建築会社に

就職しました。当初、ベトナム進出を考えていましたが

それどころじゃなくなったので退社し、コプロナの立ち

上げに参画しました。 

 

この会社は、大田区と川崎区の中小企業経営者と有志

の共同出資で作られて日本人と元留学生によって運営

されています。社名は、Ｎ(日本)とＡ(アジア)をＣＯＰ

ＲＯ(結びつける)する意味です。目的は、①日本中小企

業のベトナム進出支援です。しかし、安い人件費だけで

誘致すると更にコストの安いミャンマーなどに今後移

転し何もベトナムに残りません。政府は、地場産業を育

成するよう力を入れ始めましたので、②ベトナム企業へ

の技術支援 もしています。ガソリン精製などはじめま

したが赤字です。日本企業は、マーケット開拓や市場の

メリットがあり、ベトナムは技術習得になります。現状

安い中国製品が輸入されていますが、安心できないので

日本の入る余地は大きいです。 

私の夢は、10 年後に「ベトナムのことならアンちゃ

んに！」と言われるように、そして 20年後に地元で「ア

ンちゃんありがとう！」と銅像を称えてもらえるように

なることです。 

最後に、ベトナムに興味のある中小企業の方をご紹介

いて頂ければうれしいです。ご清聴ありがとうございま

した。 

次いで、イノベーションアンドトレードパートナーズ

株式会社取締役 近藤章平様より「フライデーサロン」

のご案内がありました。アジア企業家村(ＪＦＥの京浜

ビル)の 4社とＫＳＰの 10社で、親睦と交流の場を提供

しております。 

直近では、4月 27日 17時 30分～19時に京浜ビル地下

食堂で開催致しますのでご参加下さいとのことでした。 

 

  

 

 

 

次回例会  

平成 24年 5月 9日（水） 

第 7回クラブ協議会 次年度方針 

 

5月 2日（水）は休会です 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 


