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本日の出席率８４.０９％：会員数４５名・出席３５名・欠席７名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３９名・メークアップ３名・出席規定免除会員２名

　「長崎がんばらんば国体」 は天皇

杯で長崎勢総合１位で幕を閉じまし

た。 １１月１日より 「長崎がんばらん

ば大会」 が始まりますので、 引き続

き応援を宜しくお願い致します。

　本日の卓話は、 佐世保ロータリー

クラブが世話クラブで、 ２０１４年度２

７４０地区米山記念奨学生 ベトナム

から留学中のブイチ ティビック さんです。

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 （以下、米山奨学会） は、

日本全国約２， ３００のロータリークラブ会員の寄付金 (２０１３－１４年度

事業費は年間１２億４， ３５０万円、 奨学金は１０億４， ７２８万円） を

財源として、 勉学、 研究を志して日本に在留している外国人留学

生に対し奨学金を支給し支援する民間の奨学団体で、 年間の奨学

生採用数 （２０１３年４月より） は７００人です。 これまでに支援してき

た奨学生は、 １２３ヵ国に及び累計 （現役奨学生含む） １８， １０４

人 （２０１４年８月現在）。 奨学生には大学生には月々１０万円、 大学

院生は１４万円と地区大会等の出席の際の交通費や宿泊代等です。

  その目的として、 ロータリークラブを通して日本の文化、 習慣など

に触れて貰い、 彼らの社会参加と社会貢献の意識を育て、 帰国し

たら母国と日本との懸け橋となって、 ロータリーの理想とする国際平

和の創造と維持に貢献する人となっていただくことが期待されています。

米山奨学生の条件として 、

  1） 学業に対する熱意や優秀性、

  2）異文化理解、

  3）コミュニケーション能力への意欲や能力に優れている点等です。

　

　奨学生１人に対し１世話クラブとし、 1) 月に１回例会出席、 2) 奨

学金の受け渡し、 3) スピーチ、 その他、 親睦活動 ・ 奉仕活動へ

の参加を要請し、 世話クラブのロータリアンの中から１人がカウンセ

ラーとなります。 カウンセラーは、 奨学生の個人的ケアにあたるア

ドバイザーです。 奨学生が日本文化に接し、 自分の未来について

考える、 機会となりロータリアンとの交流が、 相互理解のみならず、

お互いにとって財産になることを望んでいます。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　   　　上杉　芳邦様

１．例会変更

　　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　   １１月１１日 （火） １２：３０→１１月８日 （土） １０：００～

　　　　市瀬農園　芋ほりミカン狩り家族例会の為　　　　　　　

　　

２．来　　信

・国際ロータリー

　ザ ・ ロータリアン　１１月号の送付

・ガバナー事務所

　①地区ロータリー財団セミナー出席のお礼

　②青少年プログラム功労者ご推薦のお願い

　③２０１５年１月よりのクラブ請求書導入に向けたウエビナー　　 

　　 開催の案内

・地区大会事務局

　 １１月１４日の公共機関利用のお願い

・社会法人つばさ会（えぼし学園・赤木学園）

　合同学園祭開催の案内

　日時　１１月１６日 （日） １０時～

　場所　えぼし学園　赤木学園

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 松本　一盛様                         

池永隆司 青少年奉仕委員長

　佐世保中央ＲＣがスポンサークラブとなり、 ２０１４－１５年度国際

青少年交換学生プログラムでアメリカに留学しました芥川翔一郎君

の経過報告を委員会メンバーの芥川君より説明いたします。

芥川圭一郎 青少年奉仕委員

　翔一郎は７月２６日早朝に佐世保を出発して、 長崎空港 ・ 羽田

空港 ・ 成田空港を経て、 サンフランシスコ空港で乗り換えをし、 イ

ンディアナ空港へ現地時間の７月２６日夜の８時に無事にホストファ

ミリーのお迎えいただき、 到着しました。 出発の際は、 早朝にも

かかわらず多くの方々にお見送りをしていただき、 ありがとうござい

ました。

　Greenwood White River High School へ通学をしております。

学校は、 日本の大学並みの敷地や施設になっているそうです。

９月１０日には、 受け入れをしていただいている、 Greenwood 

White River Rotary にて卓話を行い、 バナーの交換をさせていた

だきました。 また、 現地で各国から来ている交換学生との交流や
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ＳＡＡ：鶴田明敏君

次回例会／１０月３０日１２：３０～

次回献立／チキン照焼き風グラタン、スープ、サラダ

米山奨学生　ブイ チ ティ ビックさん

　「 皆さん、 こんにちは！今日 「シンチャオ

ハノイ」 と言うテーマで卓話をさせていただ

きます。 「シンチャオ」 は日本語で 「こんに

ちは」 ですので、 「ハノイ、 こんにちは」 と

言う意味です。 ハノイの観光案内がメイン

本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　  372,000 円

佐世保南ロータリークラブ 上杉芳邦様

久しぶりにお邪魔致します。 よろしくお願い致します。

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

「長崎がんばらんば国体」、 長崎県勢は男女総合 （天皇杯）

１位、女子総合 （皇后杯） ２位と輝かしい成果を上げて閉会し、

次の開催地、 和歌山県へと国体旗が引き継がれました。 今

日は米山奨学生 （長崎国際大学３年生） のブイチ ティビック

さんの卓話です。 よろしくお願いします。

鶴田明敏君

結婚記念日の素敵な花、 ありがとうございました。 次年度の幹

事にご相談です。 会員手帳に、 結婚年度も記載していただき

たいです。 いつ結婚したのか全く忘れていました。

古川直記君

誕生日のお祝いありがとうございます。

嘉村大輔君

所用の為、 早退します。

濵田憲治君

今後ともよろしくお願い申し上げます。

馬場貴博君

先週は例会終了後に一泊二日沖縄弾丸ツアーに行ってきまし

た。 遊ぶ時間もあまりなく大変でしたが、 楽しい２日間でした。

ボランティア等に参加しています。 大変貴重な体験をさせていた

だいております。 今回、 スポンサークラブになっていただき、 誠に

ありがとうございます。

八重野一洋 社会奉仕委員長

　来る１１月３０日 （日） 「絆と復興」 をテーマに佐世保特別支援学

校和太鼓部、 西海黒潮太鼓チームの演奏とチャリティバザーを開

催致します。 本日はバザー商品提供のお願いをさせていただきま

す。 ご家庭に不要な商品がありましたら、 例会時にご持いただけ

ればありがたいです。 よろしくお願い致します。

　■　米山奨学生卓話　■

～ シンチャオ　ハノイ　～

テーマです。

     まず最初に自己紹介致します。 出身地はベトナムのハノイで

す。 平成２２年１０月１４日に来日しました。 福岡で１年半日本語学

校に通い、 平成２４年４月に長崎国際大学に入学しました。 私の

留学生活は２時期に分けることができます。 ロータリー米山記念奨

学金をいただく前とその後です。

     米山記念奨学金をいただく前の私の生活は毎日アルバイトと学

校しかありませんでした。 ３年生からいただけるようになった米山記

念奨学金が私の生活の新たなページを捲くました。 その時の佐世

保ロータリークラブの石井会長のお勧めで長崎国際大学ローター

アクトクラブに入会し、 新しい友達が沢山でき、 色々な活動に参

加するようになりました。 今まで体験したことない「田植え体験」や、

ボランティア活動のビーチクリーンアップなどに参加しました。 その

時は、 何百人も集まり掃除する気満々なのに、 ゴミがないと言う驚

きも経験できました。 そして、一年生の時以来、熱望していたマリー

ンスポーツにも参加できました。 今は毎日感謝でいっぱいです。

　それでは、 メインテーマの 「ハノイ観光案内」 を行います。 ハノ

イはベトナムの首都で、 長い歴史を持ち、 にぎやかで、 美味しい

ものがいっぱいある町です。 ハノイはベトナムの北部にあります。

日本みたいに春、夏、秋、冬の四季があって、年中暑くありません。

夏は果物の種類が多いんですが、 とても暑くて、 私はできるだけ、

夏休みには帰らないようにしています。 秋と春は観光シーズンで過

ぎやすい季節です。

　ハノイの空港 ( ノイバイ空港 ) に着いたら、 タクシーで市内まで１

時 間 く ら い で 料 金 は、 １ ５ ０ ０ 円 く ら い で す。 「Taxi group」 と

「Mailinh」 のタクシー会社のご利用をお勧めします。 最初の観光

地は 「ホァンキェム湖」 で、 ハノイの心と呼ばれ、 湖の周辺にお

泊まりになることをお勧めします。 一泊は２５００円くらいです。 英

語で全て対応してくれます。 この周辺は美味しい食べ物が何でも

あり、 昔からの町並みが残っており、 夜遅くまで観光できます。 次

にお勧めしたいのはハノイの最初の大学 「バンミェウ」、 ホーチミン

のお墓、 西湖 「ホタイ」 や戦争博物館などです。

　是非食べて欲しいハノイならではの食べ物は、 フォー ( ビーフと

鳥肉 )、 ブンチャ ( 焼き肉ビーフン )、 ブンジェウ ( カニビーフン )、

フォークォン ( 巻きフォー )、 ノム ( ビーフサラダ )、 春巻き、 混ぜ

果物等があります。

　ベトナムはお米とコーヒーの輸出率が世界中で一番なので、 是

非お土産としてコーヒーをお勧めします。 また甘い干し梅も種類が

多く、 お菓子として食べられます。 外国人にはお土産として大人

気です。 

　私は春休み (２、 ３月 ) に里帰りしますので、 もし皆さんがハノイ

に来られたら、 喜んでご案内致します。 今日は、 このような機会

を与えていただきありがとうございました。


	1137
	1137-2

