
《米山奨学生卓話》 

「ベトナムから日本～米山記念奨学生になって」 

     ドーチューンミントゥ（ミン）さん 

 

自己紹介 

名 前：ドーチューンミントゥ（DO TRUONG MINH THU） 

生年月日：1998 年 08 月 28 日（23 歳） 

出身地：ベトナム（ホーチミン） 

学 校：長崎県立大学 経営学部 経営学科 3 年生 

学 歴 

2013/8-2016/5  チャンフー高校 

2016/8-2017/8  ドンズー日本語学校 

2017/10-2019/3 神村学園日本語学科 

2019/4-2023/3  長崎県立大学 

 

ベトナム 

位置：東南アジアの中心に位置している。北は中国、 

西はラオス、カンボジア、 東と南はベトナム東部海 

域とタイ湾に面 している。 

人口：9646 万人（2019 年） 

面積：32 万 9241 平方キロメトル（日本の約 9割） 

首都：ハノイ 

民族：人口の約 86%はキン族、他に 53 の少数民族 

言語：ベトナム語 

 

 

ベトナム料理 

北部 

ヌックマムや醤油を多用した塩辛い味の料理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォー        ブン・チャー 
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【今  回】会員数  39 名  出席  25 名 欠席 6 名     出席規定免除会員（8）出席 5 名 ビジター 1 名 出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  39 名 出席  25 名 メークアップ 0 名 出席規定免除会員（8）出席 5 名ター 0 名   修正出席率  --.--％ 

                                       第 1632 回例会 No.12 

例会日：2021.10.11 

                                    

本日の例会  米山奨学生出前卓話（チャンティキムユナさん）次回例会 委員会卓話 鐘ヶ江和重インターアクト委員長 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



中部 

ダナン・ホイアンを中心とした中部では唐辛子を使っ 

た辛い味 

 
ブン・ボー・フェ     ミー・クアン 

 

南部 

ホーチミンを中心とした南部では砂糖やココナッツ

ミルクを使った甘く濃い味付けの料理 

 

フー・ティウ  ブン・ティット・ヌン 

 

学生生活 

 

 

 

 

なぜ経営学科を選んだのか 

どこでインターンシップするべき？  

どこで働くべき？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《来訪ロータリアン》 

第 2740 地区米山記念奨学委員  

佐世保ＲＣ 筒井和彦 君 

 

米山記念奨学生のドー チューン ミン トゥさん

の卓話にご同行頂きました。 
 

 

《本日の来訪者》 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン佐世保 

実行委員長 吉村市代 様 

 

リレー・フォー・ライフ・ジャパン佐世保の活動を

告知いただきました。 

 

 

 



《会長挨拶》 

渡会祐二 会長 

 

本日は、第２７４０地区の米山記念奨学委員の筒井

和彦様のご来訪ありがとうございます。当クラブの米

山奨学生のミンさんの各クラブへの卓話訪問にあた

ってもお世話になっていると聞いております。併せて

お礼申し上げます。 
また、リレー・フォー・ライフ・ジャパン佐世保実

行委員長の吉村市代様のご来訪を歓迎いたします。 
本日は、本来「スポーツの日」で祝日のはずでした

が、今年は東京オリンピックにあわせてその祝日が移

動しましたので、平日となっています。皆様カレンダ

ーを勘違いされずに例会に出席いただいており、ホッ

としております。この「スポーツの日」はもともと１

０月１０日の「体育の日」でしたが、これは昭和３９

年の東京オリンピックの開会式の日が１０月１０日

だったことにあわせて制定されたものです。ちなみに、

昭和３９年の東京オリンピック開催時にお生まれに

なっていない会員は、３９名のうち約半数の１９名の

方です。当クラブの会員の年代構成がバランスのとれ

たものであることがわかります。 
さて、本日の例会を皆様楽しみにしておられたので

はないでしょうか。というのも、なかなか例会に参加

する機会に恵まれなかった米山記念奨学生のドー 

チューン ミン トゥさんをお迎えできる例会とな

るからです。ミンさん、改めて当クラブへようこそ！ 
多くの会員の皆様はミンさんと初顔あわせになら

れると思いますが、ミンさんはベトナムから来られて、

現在、長崎県立大学に通っておられます。そして、米

山記念奨学生として、各クラブへ卓話に赴いたり、昨

日はカウンセラーの船津会員とともに「米山の集い」

に参加されるなど精力的に活動されております。ミン

さんには初のホームクラブの例会の参加で、かつ卓話

ということで緊張しているかもしれませんが、リラッ

クスしてお話いただければと思います。 
なお、米山記念奨学生の制度については、９月２７

日の例会の際に近藤会員からご紹介・ご説明がありま

したので割愛いたしますが、当クラブは長年にわたっ

て米山記念奨学生のお世話をしてきた実績がありま

す。当クラブのその歴史に則り、皆様もミンさんを応

援していただきますようお願い申し上げます。 
 
 
《幹事報告》 

           公門新治 幹事 

 

1.例会変更  

 

・佐世保ＲＣ   

10 月 13 日（水）12：30→10 月 27 日 (水) 

12：30～ ホテルフラッグス九十九島（レオプラ 

ザホテルがコロナワクチン接種会場のため） 

10 月 20 日（水） 

クラブ定款第 7 条第 1節（ｄ）の（3）により休会 

 

・佐世保東ＲＣ  

10 月 28 日（木）12：30→18：30～ 

ホテルオークラ JR ハウステンボス 

（家庭集会のため） 

 

・佐世保東南ＲＣ 

10 月 20 日（水）12：30～→19：00～ 

しぐれ茶屋（観月例会のため） 

 

    

２．来 信 

・国際ロータリー 

 ＲＯＴＡＲＹ 10 月号     

 

・（公財）ロータリーの友事務所 

 ロータリーの友 10 月号 

        

・ガバナー事務所 

①2021～22 年度 ガバナーノミニー研修セミナー

（GNTS）開催のご案内（緒方 GN ご夫妻宛 

  日 時：2021 年 12 月 6 日（月）9：30～ 

  場 所：JP タワーホール&カンファレンス 

 

 



②D2740 恒久基金認証制度について 

③公共イメージセミナーについて（ご案内）〔緒方

ノミニー、公門地区委員、蒲池委員長宛〕 

  日 時：11 月 14 日（日）（Zoom セミナー） 

開 会：13 時 15 時終了予定 

④第 2740 地区 ロータリーデー 

環境美化プロジェクト実施状況について 

 

３．伝達事項 

10/18（月）次回例会は米山記念奨学生出前卓話 

チャン ティ キム ユナさん（長崎中央 RC）です 

当日の同行者はカウンセラー夫人の原田涼子様、地 

区委員の永田 章 様（北松浦 RC）です。 

 

 

《委員会報告》 

 

小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長  

         

委員会報告（奉仕プロジェクト社会奉仕委員会） 

2021-22 年度地区補助金事業は「北京・リオオリンピ

ック元代表 山口美咲さんによる水泳指導教室」につ

いては、予定通り 10 月 17 日（日）、ビートスイミン

グクラブ北松プールにて開催予定です。参加予定メン

バーの皆様には、昨日日曜日から健康状態チェックシ

ートの記載をお願いしております。毎朝検温結果をご

記録頂き、当日、受付に提出頂きますようお願いいた

します。尚、松田亜由美会員に抗原検査キットを手配

頂きました。当日、会員の皆様には検査頂きますので、

9 時までに会場受付にお集り頂きますようお願い致

します。16 日(土)の講演会はグランドファーストイ

ンにて 16 時より開催しますが 15 時 30 分より受付開

始になっております。ご参加予定の会員の皆様は早目

の集合をお願い致します。尚、同講演会には新入会員

候補の方々も 8 名程度お越し頂く予定です。新入会

員候補の方々へのお声がけは紹介者にお願いしてお

ります。井上会員増強委員長の方から依頼がありまし

た会員の方はご協力の程、お願い致します。 

 

 

船津 学 親睦活動委員長 

 

10 月 19 日（火）18：30 より第 2 回親睦活動委員会を行い

ます。会場は未定ですが、追って開催案内を送信致しま

す。コロナ禍での開催ですので、ご無理なさらぬ様、宜し

くお願い致します。 

来る 10 月 30 日（土）18 時 30 分より、アバンティに

て、船津学君の日本土地家屋調査士会連合会九州ブロ

ック協議会長就任、及び 渥美大介君の株式会社サ

ン・ホールディングス代表取締役社長就任を祝う会を

開催致します。あわせまして 7 月より入会されまし

た青井哲夫君、山下雄弘君の歓迎会も行う予定です。

皆様、奮ってご参加ください。現在、出欠確認をとら

せて頂いておりますが、事務局への回答期限が 22 日

(金)となっておりますので、回答がまだの方は、お早

目にご回答頂きますようお願い致します。 

 
 

井上隆三 会員増強委員長 

 

 
会員増強委員会は本日例会終了後に当会場にて委員

会を開催いたします。委員会メンバーの方は出席お願

いします。 
 
 
 

 

 



渥美大介 IT 会報委員長 

 

本日例会終了後、今年 11 月の地区大会におけるクラ

ブ紹介の PV を撮影させて頂きます。宜しくお願い致

します。 

 

 

「PV 撮影風景」 

 

 

《ニコニコボックス》 

茶村亜子 親睦活動委員 

 

筒井和彦 佐世保ＲＣ地区米山記念奨学委員 

本日は米山記念奨学生であるドー チューン ミン トゥさ

んのお供としてお伺いしました。厳しい状況にもかかわら

ず、奨学生による卓話の時間を設けていただき、ありがと

うございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 
本日は久しぶりのご来訪者がいらっしゃいます。まず

リレーフォーライフジャパン佐世保実行委員長の吉

村市代様、次に第 2740 地区米山記念奨学委員会 佐

世保 RC 筒井和彦様ご来訪有難うございます。本日は

米山記念奨学生 ドー チュー ミン トゥさんの

卓話となっております。先日より同行頂いている船津

カウンセラーには感謝申し上げます。ミンさん、やっ

と北 RC の皆さんと会うことが出来ましたね。会員一

同この日をたのしみにしていました。 

各クラブでのミンさんの評判も良く北 RC としても大

変誇りに思っています。卓話頑張ってくださいね。拝

聴させていただきます。 

 
船津 学 米山奨学生カウンセラー 

本日は米山記念奨学生のミンさんの卓話です。 

北ロータリークラブの皆様とお会いするのも初めて

で緊張しているかもしれませんが、皆様の心あたたか

いサポートをよろしくお願い致します。 

 
平石晃一君 永田武義君 冨田耕司君 古賀新二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀬高広君 

二ノ宮健君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

小西研一君 井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 

村上英毅君 戸畑教幸君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 松田亜由美君 野口好太郎君 

リレーフォーライフジャパン佐世保実行委員長 吉村市

代様、第 2740 地区米山記念奨学委員 筒井和彦様、ご

来訪ありがとうございます。本日は米山記念奨学生 ドー 

チューン ミン トゥさんの卓話となっております。楽しみ

に拝聴いたします。よろしくお願い致します。 

 

 

《奨学金贈呈》 

 
 

IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 内海一洋） 

本日の合計  31,000 円  累計 374,000 円  


