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自己紹介
名 前：TRAN THI KIM DUNG（チャン ティ キム ユン）
生年月日：1985 年 04 月 16 日
出身地：ベトナム（ビエンホア市）
学 校：活水女子大学 国際文化部
学 歴
2001 年９月 BUI THI XUAN 高校 入学
2003 年６月 BUI THI XUAN 高校 卒業
2003 年 9 月 LAC HONG 大学 日本語を勉強する
2008 年 11 月 LAC HONG 大学 卒業
2012 年 9 月 LAC HONG 大学 経済 入学
2014 年 6 月 LAC HONG 大学 卒業
2017 年 4 月
2018 年 3 月、4 月活水女子大学 短期学生
現 在
活水女子大学 入学
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【前々回】会員数

《米山奨学生卓話》
「ベトナム アラカルト」
TRAN THI KIM DUNG（チャン ティ キム ユン）さん
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ベトナム

1945 年にベトナム民主共和国の国旗として制定され
た 赤は独立革命で流された血を、５角の星：労働
者・農民・兵士・知識人・青年を表している
位置：東南アジアの中心に位置している。北は中、
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。
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、カンボジ東
と南はベトナム
東部海域とタイ
湾に面している。
日本国の地理に
ている S 字形の南
北に細長い国で
ある。

本日の例会

委員会卓話

インターアクト委員会

鐘ヶ江和重委員長

次回例会

委員会卓話

ロータリー財団・米山記念奨学委員会

藤井良介委員長

人口：約 9.734 万人
（2020 年）
面積：32 万 9.241 平方キロメトル
（日本の約 9 割です）
首都：ハノイ
民族：約 86％キン族、他に 53 の少数 民族
言語：ベトナム語

ベトナム料理
ベトナム北部の様々なブン（Bun）

エビペーストブン

ベトナム南の料理

Bun Man

酢ぱいスープ

Bún Sóc Trăng

豚焼肉ブン
おすすめ観光地

カニブン
ホイアン

サパ (Sa Pa)

ベトナム中部の料理

ハロン湾（Vịnh Hạ Long）
Bun Bo Hu

クアンナム県麺

ソンドン洞窟

ベトナムビエンホア市
位置：南部、ビエンホア市は
ドンナイ県の一つの市。
ホーチミン市中心部か
ら東北に 35 キロ。
面積：264?
人口： 11 万人（2019 年）
観光地

Bún Sóc Trăng

チャンビエン文廟

ザボン村
ザボンはベトナム語で bưởi という意味である。
Bưởi という言葉はベトナム語で 2 つ意味がある。
一目：果物の一つ種類
二目：女性のおっぱい

工業地帯

米山の集い

米山奨学生として得られたこと
・人間関係の大切さを感じました。人と人の出会い
を大切に自分の糧としていきたいです。
・他の人の話を聞いて、自分のことも見直す、いい
機会になりました。
・自信をもって、人の前で話すことができるように
なりました。
・日本語・日本文化もとても勉強になります。

《来訪ロータリアン》
第２７４０地区米山記念奨学委員
北松浦 RC 永田 章君
伝統的なアオザイとは

《本日の来訪者》
米山記念奨学生カウンセラー
長崎中央 RC 原田知行君ご夫人 原田涼子様
正装として着用するベトナムの民族服である
アオ（Ao）は上衣の一種を意味する名詞、ザイ
（dai）はベトナム語で「長い」を意味する形容詞。
つまり「長い上着」となる。ズボンもそでも長い。
学生生活
・先生たちはめっちゃ親切！ 授業も面白い
・食堂：食べ物は美味し価格もそこそこ
・国際交流・留学センター
困った時に通える
色々なサポートをしてもらう。
・図書館
居心地の良いところ
静かな環境で勉強できる！

《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永田章
様、カウンセラーの原田知行様の代理で奥様の原田涼
子様、そして米山記念奨学生のチャン ティ キム
ユンさんのご来訪を心より歓迎申しあげます。
キム ユンさんは、当クラブの米山記念奨学生のミ
ンさんと同じくベトナムのご出身とのことです。どの
ようなお話を聞かせていただけるのか、大変楽しみに
しております。どうぞよろしくお願い致します。
さて、一昨日の土曜日には元オリンピック競泳選手
の山口美咲さんをお招きし、「コロナ禍における星野
リゾートの取組」という講演をいただきました。元オ
リンピック選手ということで、オリンピックのお話が
中心かと思いきや、むしろオリンピックが終わった後
の第２の人生をどのような思いで頑張っておられる
のか、コロナ禍の中でどのようにお仕事に取り組んで
いるのかというお話など、たいへんためになるお話を
聞かせていただきました。参加されていた皆様も口々
に素晴らしいお話だったと言われていました。
なお、この講演会は、新入会員増強活動の一つとし
て、クラブ外の方８名にご参加いただきました。素晴
らしいアイディアだったと思います。今回をきっかけ
に入会に繋がればと祈っております。井上委員長をは
じめ、会員増強委員会の皆様にはフォローアップを是
非お願い致します。
そして、昨日の日曜日は、ビートスイミングクラブ
北松プールにて、山口美咲さんを指導者として、当ク
ラブの地区補助金事業である「水泳指導による幼児の
健全育成・障がい者就労支援事業所支援プロジェクト」
が開催されました。万全のコロナ対策の下で実施され、
山口さんの水泳指導に子供たちの笑顔が広がってい
ました。また、同時に障がい者就労支援事業所の「わ
くわくワーク」作成のＴシャツがプレゼントされ、喜
んでいただきました。
水泳教室にはマスコミの取材も来て、その日のうち
にテレビ佐世保で放映され、当クラブの活動が市民の
皆様の目にとまるきっかけになりました。
小西委員長を始めとした、主担当の社会奉仕委員会
の皆様、山口さんをお招きいただいた緒方ガバナーノ

ミニーほか、ご参加・ご協力いただいた皆様にはお礼
申し上げます。
今年度の目標事項の一つである「事業実施の認知度
向上」＝「各事業の実施によりロータリー活動を楽し
む。また、クラブを外部に認知してもらい評価を受け
ることで、会員がクラブを誇りに思うことができる」
を実践できたものと思います。
今回の事業については、
ぜひロータリーの友に投稿
して欲しいと思いますので、公共イメージ雑誌文献委
員会にはよろしくお願い致します。
引続き、クラブ活性化に向けて皆様のご協力をお願
い致します。

《幹事報告》
公門新治

幹事

1.例会変更
佐世保西 RC 10 月 19 日（火）12：30→18：30
セントラルホテル「西海の間」（観月例会のため）
2.来 信
・ 公財）ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま Vol.259
・ガバナー事務所
① メジャードナー午餐会のご案内（メジャード
ー 緒方会員、福田会員、 緒方 GN 宛）
日時：12 月 6 日（月）
場所：The Okura Tokyo オークラプレステー
ジタワー2 階オーチャード
② 第 8 回全国青少年交換委員会会議及び全国危
機管理運営委員長会議開催のご案内
（緒方 GN 宛）
日時：12 月 12 日（日）
場所：対面 AP 日本橋フロント 6Ｆ
ＺＯＯＭ会議室
③ 風の便り 通刊 84 号、85 号
④ 「ロータリー日本 100 年史」頒布促進のお願
い

⑤ 日本経済新聞社[10 月 22 日（金）長官全国
版]一面広告掲載についてのお知らせ
⑥ 早期登録で割引を：2022 年ロータリー国際大
会のご案内

援Ｂ型事業所シルク工房わくわくワークの池永陽一
郎様より、事業所で制作頂いたＴシャツを、参加した
幼児達にご贈呈頂きました。

・長崎出島 RC
令和 3 年 10 月 15 日幹事交代のお知らせ
よしむら

たかよし

松尾 宏司（旧）→ 吉 村 尊 義 （新）
（株）アイシーエヌ 代表取締役
〒850-0031 長崎市桜町 8-32
TEL 095-827-1919
FAX 095-827-1100
E-mail yo46ra@topaz.ocn.ne.jp
・海上自衛隊佐世保地方総監部
「佐世保地方隊 自衛隊記念日行事記念式典」部
内での開催のお知らせ
3.伝達事項
① 10/21（木）18：30～第 4 回理事会が開催され
ます。会場がアルカス SASEBO となっておりま
すので
お間違いのないよう、よろしくお願い致します。
② 10/25（月）次回例会は委員会卓話 インター
アクト委員会 鐘ヶ江和重委員長です。
よろしくお願い致します。

《委員会報告》
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会委員会
委員長

小西研一

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「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」を 10
月 17 日（日）、ビートスイミングクラブ北松プール
にて開催しました。地元幼児 30 名が受講し、幼児の
父兄がプールサイドで観覧されました。受講者を 4 チ
ームに分け、チーム毎に父兄の入れ替えを行う等、新
型コロナウィルス感染予防対策を十分に講じた上で
の開催となりました。また、開講式において、就労支

前日 16 日(土)には、グランドファーストイン佐世保
にて、同氏を講師に迎えて、「コロナ禍における星野
リゾートの取り組み」と題して講演会を行いました。
講演会には会員 20 名の他、佐世保水泳協会員 5 名、
ゲストに千葉憲哉パストガバナー、千葉まさこ様、外
間雅広様の他、新入会員候補 8 名の方にお越し頂き
ました。本事業にご協力頂いた会員の皆さま、ありが
とうございました。

三谷秀和 ロータリー財団米山奨学会副委員長

本日はベネファクター米山記念奨学会寄付者、ロー
タリー財団寄付者の発表をします。ロータリー財団
11 月レートは１ドル 112 円です。
・ロータリー財団 寄付者
ベネファクター
渡会祐二君
1 回目
年次寄付
緒方信行君
18 回目
宮原明夫君
9 回目
近藤竜一君
7 回目
公門新治君
1 回目
藤井良介君
7 回目
三谷秀和君
6 回目
鐘ヶ江和重君 2 回目
・米山奨学会 寄付者
船津 学君
3 回目
松田信也君
4 回目
村上英毅君
1 回目

P4〜5
シュカール・メータ R I 会長メッセージ、ロータリ
ーが成長し、
より多くの事を達成できるよう Each One,
Bring One みんなが一人を入会させよう、ロータリ
ーに入会頃をよく思い出すことがあります。ロータリ
ーの奉仕活動のおかげで私の心に火が付き自分の周
囲だけでは無く、人類全体に目を向けるようになった。
奉仕活動が日常生活の一部となり、
奉仕は地球で暮ら
すための使用料であるというのが今日も私の信条と
なっています。私と共に地球の良き住人として他の
人々やその地域社会をより良くしようではありませ
んか。力を合わせればみんなの人生を豊かにするため
に奉仕する事ができると語っています。
P７〜10
地域の特性を生かした 3 年にわたる長期プロジェク
トを組んで地元の大学と連携し、地域の特性を生かし
た事業が経済発展の記事として載せられていました。
P11〜23
米山月間の特集記事です。
日本ロータリーの創始者・米山梅吉の生前を讃えた
後世まで残る有益な事業を行ないたいとの事で発足
した米山基金ですが、海外から優秀な学生を日本に招
き勉学を支援する奨学金事業ですがその背景には二
度と戦争の悲劇を繰り返さない為に平和日本を世界
に伝え国際親善と世界平和に寄与したいという強い
願いがあったと記されています。
ロータリー米山記念奨学生がロータリー活動で人の
大切さや思いやり、そして奉仕の心を学んだことが大
きいものであった、その留学経験を生かし、奉仕を実
践し、学友からアメリカでガバナーになるなどの記事
です。本日参加されているミンさんも色々とロータリ
ー活動について学んでいってもらいたいと思います。
縦組み

蒲池芳明 公共イメージ雑誌文献委員長

ロータリーの友 10 月号御案内
10 月は地域社会の経済発展月間 米山月間です。
又 10 月 4〜10 日はロータリー学友参加推進週間です。

P4〜8
2020 年 2 月 9 日第 2790 地区 地区大会記念講演会要
旨です。グローバルとローカル、現代世界の中の地方
創生について考えてみようとの内容でした。「地方創
生」は我が国固有の課題というわけでは無く、現代東
アジア共通の動向であると紹介しています。その背景
にあるのは世界的な人口減少社会の到来であり、東ア
ジアや東南アジアにおいては人口減少の急速な進行、
農村部・地方都市における減少は一層深刻化している
と語っています。今までむしろ人口圧力に苦しんでき
た中国も今後は急速に少子高齢化社会へ向かう事が
確実視されています。中国・台湾等での地方創生の行
方を紹介されていますので一読下さい。

P9〜12
学生時代から憧れの宝塚歌劇団に入学し、同期の中
でも８番に上りつめようやく役を貰えるようになっ
たが、母からの一本の電話があり、
「祖父が病気との
報せ」で後継者の道を選んだ赤城フーズ株式会社東山
昌子さんの記事です。懸命に生きる姿が目に浮かぶよ
うでぜひ読んで下さい。

《ＲＩニュース》
Global Citizen Live でジョーンズ RI 会長エレク
トが持続可能なプロジェクトへのロータリー補助金
9,700 万ドルを約束
9 月 25 日、ジェニファー・ジョーンズ国際ロータ
リー会長エレクトがパリ（フランス）での Global
Citizen Live のステージに登場し、次年度にロータ
リーが持続可能なプロジェクトのために 9,700 万ド
ルの補助金を提供することを約束しました。
24 時間にわたって 6 大陸から中継された Global
Citizen Live は、世界の人びとをつなげ、地球の保
護、新型コロナ流行の終息、貧困撲滅、すべての子ど
もへの教育、
すべての人への公平さと正義のために行
動を呼びかけることを目的としたイベントです。世界
の有名アーチストや著名人、活動家、政府のリーダー
が各地（パリ、ラゴス、ロンドン、ロサンゼルス、ニ
ューヨーク、リオデジャネイロ、ソウル、シドニー）
から参加し、
世界的な問題への認識向上と支援の呼び
かけを行いました。
ジョーンズ会長エレクトがロータリーからのコミ
ットメントを発表したパリでは、エッフェル塔近くの
シャン・ド・マルス公園に数千人が集まり、エルトン・
ジョン、エド・シーラン、ブラック・アイド・ピーズ、
クリスティーヌ・アンド・クイーンズ、ドージャ・キ
ャット、アンジェリーク・キジョーといったアーチス
トたちのパフォーマンスに魅了されました。支援を約
束したそのほかのリーダーには、ウルズラ・フォン・
デア・ライエン欧州委員会委員長、エマニュエル・マ
クロン仏大統領、アンヌ・イダルゴ パリ市長などが
います。（詳しくは My Rotary をご覧下さい）

《ニコニコボックス》
茶村亜子 親睦活動委員
永田 章君 北松浦 RC 地区米山記念奨学委員
本日は米山記念奨学生の出前卓話をお受けいただき、
ありがとうございます。

原田知行君 長崎中央 RC 米山奨学生カウンセラー
本日はお世話になります。仕事の関係で同伴できませ
んが、米山奨学生チャンティキムユンさんをよろしく
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
本日は北松浦 RC、第 2740 地区米山記念奨学委員 永
田 章様、長崎中央 RC、米山記念奨学生カウンセラ
ー 原田様夫人 原田涼子様、米山記念奨学生 チャ
ンティキムユンさん、ご来訪ありがとうございます。
さて、昨日、一昨日は地区補助金事業「水泳指導によ
る幼児の健全育成・障がい者就労支援事業所支援プロ
ジェクト」が開催されました。ご参加の皆さん、準備
いただいた社会奉仕委員会小西委員長、そして、ビー
トスイミングクラブのプールとスタッフのご提供を
頂きました緒方会員、本当にありがとうございました。
土曜日は、元オリンピック選手 山口美咲氏の素晴ら
しい講演に、会員をはじめ、新入会候補者 8 名も聞き
入る姿が印象的でした。二日目の水泳教室では、幼児
と一緒に笑顔で楽しく水泳をしている様子に、
げんき
づけられました。
本日の卓話は、米山記念奨学生 チャン ティ キム
ユンさんです。緊張していると思いますが、リラック
スして話してくださいね。楽しみにしています。
小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長
峯 徳秀 副委員長
三谷秀和 青少年奉仕委員長
16 日（土）の山口美咲さんによる講演会および 17 日
（日）の水泳指導教室にご参加いただきました皆様お
疲れさまでした。お陰様でコロナ禍で中止・延期が続
いていた事業を再開することが出来ました。皆様の力
強いバックアップに心より感謝申し上げます。
平石晃一君 冨田耕司君 古賀新二君 蒲池芳明君
村瀬高広君 松田信也君 二ノ宮健君 松永祐司君
小川 寛君 近藤竜一君 西沢 寛君 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 山下雄弘君
野口好太郎君
16 日の地区補助金事業 山口美咲さんの講演会、17 日
の水泳指導教室にご参加の皆様、お疲れさまでした。
本日、北松浦 RC 第 2740 地区米山記念奨学委員 永
田 章様、長崎中央 RC 米山記念奨学生カウンセラー原
田様夫人 原田涼子様ご来訪ありがとうございます。
本日は米山記念奨学生 チャンティキムユンさんの卓話
です。会員一同楽しみに拝聴いたします。

本日の合計 39,000 円
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

累計 413,000 円

（記事担当

内海一洋）

