
                                       第1675回例会 No.13  

例会日：2022.10.24 

                                        

Weekly Report 
「ロータリーの未来を想像しよう！」 

本日の例会 第２回クラブフォーラム（40 周年記念事業について）       次回例会 米山奨学生卓話（ミンさん） 

《米山記念奨学生出前卓話》 

「日本で学んだこと」 

米山記念奨学生ドウン・ティ・ゴック・ビックさん 

 

自己紹介 

名  前：ドウン・ティ・ゴック・ビック 

生年月日：1996/10/15 生まれ 

出 身 地：ベトナム・フート省 

出 身 地：ベトナム 

世    話：クラブ：佐賀西 

カウンセラー：半田 望 様 

 

VIET NAM (ベトナム) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家 族 

 

・子育てながら大学に通うのは大変だが、子供の笑顔

や寝顔を見ると疲れも不安も一気に吹き飛ばされ

る。  

・いつも元気やパワーをくれる存在 

 

趣 味：野菜作り 

夏：きゅうり、ミニトマト、なす 

冬：ブロッコリー、キャベツなど 
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【今  回】会員数   54名  出席  30名    欠      席   8名   出席規定免除会員（7）出席 5名 ビジター 4名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数   54名  出席  28名   メークアップ   0名   出席規定免除会員（7）出席 2名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2022～2023 年度 ＲＩ会長 / ジェニファー・ジョーンズ ガバナー/上村春甫 



ベトナムの紹介 

面 積：32 万 9241 平方キロメトル 

人 口：9762万人（2022年） 

首 都：ハノイ 

民 族：キン族（越人）86%、他に53の少数民族 

言 語：ベトナム語 

宗 教：仏教 カトリック カオダイ教 他 

 

ベトナムの民族について 

・ベトナムは54の民族からなる多民族国家であり、そ 

 うちキン族が全人口の85％以上を占める最大の民族

である。 

・残りの53の少数民族は都市から離れた所で固有の生 

活様式を守りながら暮らしている。 

 

ベトナムの人名 

・ベトナムは漢字文化圏に属しており、人名も主要民 

族であるキン族を中心に、漢民族の人名に類似する。        

・婚姻の際は夫婦別姓となり、子は基本的に父の姓を

継ぐことが多いが、母の姓を継ぐ子もいる。 

 

名前の構成と呼び方 

・ベトナム人（キン族）の名前は、三語または四語で

構成される場合が多い。 

・日本人と同じように、姓が先で名が後。 

・ただし、姓と名の間に、ミドルネームが入る。 

・構成と並び順は、姓・ミドルネーム・ファーストネ

ーム。 

・呼ぶときはファーストネームで呼ぶ。 

 

日本での物語 

・留学のきっかけ：母のおすすめで 

・留学前の目標：日本で異文化を体験し、日本で学ん 

だことを活かしベトナムで活躍したい 

・現在の目標：日本で働きながら日本人の働き方を学

びたい。日本で活躍したい。 

・日本が好きになったきっかけ：自分のありのままで

いられること。ミスをしたり間違ったりしても優し

く見守ってくれる方々がいること。 

 

留学してからの流れ 

 

・2015/04:  来日し、ユニタス日本語学校 

（山梨県甲府市にある）に入学 

・2017/04:  佐賀大学・経済学部・経済学科に入学 

・2019/04:  出産・子育てのため一年間休学 

・2020/04:  大学に復学した 

・2022/04:  佐賀大学・地域デザイン研究科に入学 

 

大学院での研究テーマ 

 

・研究科：地域デザイン研究科 

・研究テーマ：需要予測モデル 

・統計学と Python というプログラミング言語を利用

し、データ分析や予測モデルを作る。 

 

データ分析ってどんなことをするの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



需要予測モデルを作るための流れ 

 

卒業後の進路 

・卒業後は日本で就職し、データサイエンティストと

して活躍したい。 

・将来はシステムエンジニアとして活躍している主人

と起業したい。 

 

留学して苦労していること 

時間の管理 

 

 

お金の管理 

 

「初心」を忘れないようにすること 

 

留学して得られたこと 

・日本語が話せるようになった。 

・異文化交流ができ、異文化への理解が深まった。 

・たくさんのお友達ができ、ネットワークが広まった。 

・専門知識を学べ、自分の価値を高めることができた。 

 

ロータリーの奨学生になってから得られた事 

・経済的の支援をしてくれるので、安心して勉強に集

中できる。 

・たくさんの方々とお友達ができ、いろいろなことを

学べる。 

・支えてくれる方々がいることで、自分も人のために

役に立ちたいと思うようになった。 

 

感謝の言葉 

いつも私たちを応援してくれてありがとうございま 

す。まだ未熟な私たちですが、これからも暖かく見守 

っていただければと思います。よろしくお願いいたし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



《会長挨拶》 

             村瀨高広 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は台湾よりメークアップに台北幸福ロータリ

ークラブ今年度会長の謝 冠園 様 歓迎光臨（ファン

インコンイン）歓迎します。 

また、佐賀西ロータリークラブより米山地区委員 本

村一 （もとむら はじめ）様、カウンセラー 半田 

望 （はんだ のぞむ）様、ようこそ佐世保北ロータ

リークラブへ、米山奨学生ドウン ティ ゴック ビ

ック さん、Chào mừng bạn（チャオムンバ）歓迎

します。本日の卓話楽しみにしています。 

佐世保は3年ぶりのよさこい佐世保祭りが開催され

ました。佐世保の町が久しぶりに賑やかで良かったで

す。 

先週の月曜日は第1回職業奉仕セミナーが開催され

ました。ゲストに千葉憲哉PG、まさこ夫人をお迎えし

ました。人の為に尽くすことサービス（奉仕）の始ま

りおもてなし → 心をもってもてなす。 

シェルドン、ロータリーの職業奉仕のお話を参加者に

とてもわかりやすくお話をされました。 

後半は野口好太郎DLによるファシリテーションでし

た。とても素晴らしかったです。 

ご参加の皆様ありがとうございました。 

昨日は家庭集会が開催されました。 

16名の参加で、宮原先生を講師にお迎えしての講話と

BBQでした。 

準備をして頂いた公門R情報委員長、小西幹事ありが

とうございました。 

コロナでなかなか開催できませんでしたが、家庭集会

はやっぱり楽しかったです。 

永田さんもご参加頂き楽しい話をして頂きました。あ

りがとうございました。 

今回参加できなかった入会3年未満の会員の方々も次

回は是非ご参加下さい。 

宮原先生、ご参加の皆様ありがとうございました。 

松尾祐輔君、新日本食材株式会社代表取締役社長就任

おめでとうございます。 

 

 

 

《幹事報告》 
           小西研一 幹事 

１.依頼伝達 

 

  ①10/27（木）佐世保東ＲＣ、11月2日（水）大村 

北ＲＣにてドーチューンミントゥさんによる出 

前卓話が行われます。船津カウンセラーよろしく 

お願いします。 

②10/31（月）次回例会は第2回クラブフォーラムで 

す。40周年記念事業について松田会長エレクトと

小西幹事の方から40周年記念事業について説明

し、皆さまのご意見を伺いたいと思います。 

③10月は米山月間です。現在、皆さまの元に村上ロ 

ータリー財団・米山記念奨学委員長と小西幹事の

方で個別にご寄付のお願いにあがっております。

ご協力頂きますようお願いします。 

 

 

《来訪ロータリアン》 

佐賀西ロータリークラブ 

米山地区委員：本村 一 様（もとむら はじめ）  

カウンセラー：半田 望 様（はんだ のぞむ） 

奨学生／ドウン ティ ゴック ビック 

 

台北幸福ロータリークラブ  

謝 冠園 会長 

 

 

《委員会報告》 

  野口好太郎 職業奉仕委員 RLI 推進副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



職業奉仕委員会 RLI推進委員会は、10月17日にグ

ランドファーストイン佐世保にて、第１回職業奉仕セ

ミナーを実施いたしました。 

講師に千葉パストガバナーご夫妻をお迎えして、職

業奉仕のシェルドンについてお話をいただきました。 

職業奉仕をとてもわかりやすくご説明していただき

楽しく理解することができました。 

その後、RLI推進委員会で30分ほど、ファシリテー

ション形式で皆さん、お一人お一人からお話しをして

いただきました。 

次回もロータリーをわかりやすく学んでいけるよ

うなセミナーを行いますので、1人でも多くご参加し

ていただけるようお願い申し上げます。 

 

鐘ヶ江和重 インターアクト地区委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月8日に3年ぶりにインターアクト前期指導者研修

が行われました。 

今回は、コロナウイルス感染の流行状況に鑑み、ZOOM

によるオンラインミーティングと、各インターアクト 

クラブ関係者や顧問の先生方が集合した形での研修

となりました。 

佐世保高専の堂本先生も参加してくださり、ペットボ

トルのキャップの回収活動や近隣清掃についての話

し会いをしました。 

 

ロータリー情報委員会 公門新治 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
昨日の第1回家庭集にご参加の皆さんお疲れさまで

した。短い時間ではありましたが、宮原パスト会長を

講師に迎え、たいへん充実した勉強会になりました。

第二部のBBQも秋晴れの空の下で親睦を深めながら楽

しむことができました。第2回も開催しますので、ご

参加の程よろしくお願いします。 

 

（第１回 家庭集会） 

於：オートキャンプ場 Auto Forest Nakiri  

10月23日（日）に、佐世保市中央公園にあるオートキ

ャンプ場で、家庭集会が開催されました。 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宮原明夫先生の卓話に参加者全員釘付けになって 
いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
卓話の後は楽しいバーベキューで盛り上がりました。 
山口会員の乾杯で始まりました。 

 



本日の合計  34,000 円    累計 590,270 円 

IT 会報委員会 委員長 / 松田信哉   委員 / 松田亜由美 松尾祐輔 （記事担当 松田信哉） 

天気もよく、楽しいひと時をすごしました。 

 

 
松田会長エレクトの一本締めで終わりました。 

 

 
最後の記念撮影！！参加者の皆さんお疲れ様でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

山口貴史 親睦活動副委員 

 

佐賀西ロータリークラブ 米山地区委員 

本村 一 様 

本日は、よろしくお願いいたします。 
 
佐賀西ロータリークラブ 米山カウンセラー 

半田 望 様 

本日はお世話になります。ドウン・ティ・ゴック・ビ

ッグさんの卓話、よろしくお願いいたします。 
 
村瀨高広 会長 宮原明夫 副会長 小西研一 幹事 

昨日の第 1回家庭集会にご参加の皆さま、お疲れ様で

した！宮原パスト会長には貴重なお話を頂き、ありが

とうございました！ 

さて、本日の卓話は米山奨学生ドウン ティ ゴック 

ビックさんによる出前卓話です。会員一同、楽しみに

拝聴させて頂きます。 

また、台湾からお越しの台北幸福ロータリークラブ、

謝冠園会長のご来訪、随行でお越しの佐賀西ロータリ

ークラブ 本村 一（もとむら はじめ）米山地区委員、

半田 望（はんだ のぞむ）カウンセラーのご来訪を心

より歓迎いたします。 

 

福田俊郎 会員 永田武義 会員 富田耕司 会員 

藤井良介 会員 古賀新二 会員 峯 徳秀 会員 

松田信哉 会員 二ノ宮健 会員 松永祐司 会員 

公門新治 会員 西沢 寛 会員 井上隆三 会員 

村上英毅 会員 内海一洋 会員 中村祐二 会員 

山口貴史 会員 松尾祐輔 会員 今井貴文 会員 

井手誠博 会員 馬渡政光 会員 鐘ヶ江和重 会員 

野口好太郎 会員 荒木利恵子 会員 

米山奨学生ドウン ティ ゴック ビックさんの出前卓

話です。会員一同、楽しみにしておりました。 

随行でお越しの、米山地区委員の本村一様、米山カウ

ンセラーの半田望様のご来訪を歓迎いたします。 

台湾からお越しの台北幸福ロータリークラブ、謝冠園

会長のご来訪ありがとうございます。 

昨日の家庭集会、とても天気がよく楽しい貴重な時間

でした。宮原先生、小西幹事、公門委員長、お世話に

なりました。 

松尾祐輔会員。10月からの社長就任おめでとうござい

ます。会員一同応援しております。 

宮原明夫先生と茶村亜子会員のお誕生日おめでとう

ございます。 

 
 


