
『シンチャオ　ハノイ』
〜ハノイ　こんにちは〜

　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」というテーマで卓話をさせて頂き
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」とい
う意味です。ハノイの観光案内がメインテ
ーマです。
　その前に、軽く自己紹介致します（名前、
生年月日省略）。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
ータリー米山奨学金を頂く前とその後です。
　以前、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が、３年生から、ロ
ータリー米山奨学金が私の生活の新たなペ
ージを捲って頂きました。その時の石井会
長のお勧めで長崎国際大学ローターアクト
に入会し、新しい友達が沢山でき、色々な
活動に参加することができました。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、何百人も集まり、掃除する気満々
なのに、ゴミがないという驚きもできまし
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た。そして、１年生の時、ずっと受けたか
ったマリーンスポーツも受けられました。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」に入ります。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
ベトナムの北にあるのです。日本みたいに
春、夏、秋、冬もあって、年中暖かくあり
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
光として、過ごしやすい季節です。
　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時間かかって、料金
は1,500円です。「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」、ハノ
イの心と呼ばれ、湖の周辺にお泊まりをお
勧めします。１泊は2,500円からで、英語す
べて対応できます。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。

ホァンキェム湖



◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　米山奨学生　ブイ	チ	ティ	ビック	さん
◯ビジター
　諫早南RC　千葉まさこさん

	 会長　円田　　昭
　今日から10月です。神無月
とも申します。
　河原会員とお話ししました
ら、「神社は忙しい月なんです
よ」と仰ってました。
　昔は村の鎮守の神社で五穀豊穣の感謝の
お祭りがこの時期に行われていた日本の風
習が今も形を変えて残っているのではない
でしょうか。
　山の幸、海の幸が豊かな時期となりまし
た。季節の食を楽しみましょう。
　さて今月は社会奉仕月間と米山月間とな
っております。
　社会奉仕の視点を変えて考えてみると、こ
こにおられるロータリアンは色んな職種の経
営者であります。会社を健全に経営し、社員
とその家族の生活を守り、国民生活の一部を
担っておられます。納税の義務を果たし社会
構築の役に立っています。そのお金が社会を
巡り、また会社に還元される。これも立派な
社会奉仕ではないかと考えます。
　また、米山に対するご寄附も宜しくお願
い致します。
　9月28日に東彼杵町総合会館で開催された
地区主催の青少年奉仕セミナーに増本会
員、大久保会員と参加して参りました。

〔理事会報告〕
　◦地区大会登録状況等の確認
　◦11月例会プログラム
　◦観月例会収支報告
　◦松瀬会員退会届
　◦次回理事会の日程
　上記議題を審議し承認致しました。
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会 長 報 告

例 会 記 録
　次はハノイの最初の大学「バンミェウ」、
「ホチミンのお墓」、西湖「ホタイ」や「戦争
博物館」などをお勧めします。

　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
界中でも高いので、是非お土産として、コ
ーヒーをお勧めします。そして、甘い干し
梅も種類が多く、お菓子として食べますの
で、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たら、喜んで
ご案内致します。

ホチミンのお墓

戦争博物館

ビーフフォー　　　　　　　　鶏肉フォー



える委員会でもある。また、現在までのガ
バナー、地区役員、会長にいたるまでインタ
ーアクト、ローターアクト経験者も多く、ま
さしく将来像となりうる。なのでインターア
クト、ローターアクトの会員を増強し、活発
化させていきたいし、そうしていかねばな
らない。またライラや青少年交換も同様で
ある」とのことでした。
　当地区は青少年危機管理委員会を設置。
新世代育成プログラムに参加するすべての
新世代の安全と健康及び健全な生活を守
り、交通災害、自然災害などの事故、災害
からの保護と、身体的、性的、精神的虐
待、あるいは、ハラスメントを防止するとと
もに、事態発生の場合、適切な対応のため
に設置している。特に留学生に対するセクハ
ラには、十分に注意が必要と考えられ、
色々な問題が発生しているようです。

■資金推進・財団・米山委員会 溝口　尚則
　幸良秋夫さんより、㈶ロータ
リー米山記念奨学会へご寄付を
いただきました。

 朗遊会幹事　坂本　　敏
　10月4日㈯	第2回朗遊会を行います。当日
は、ソロプチチャリティーコンペ内にて行いま
す。会費は朗遊会2,000円、ソロプチ5,000円
となっております。まだまだ空きはありま
す。スタート時間は、9:31〜10:06です。よ
ろしくお願いします。

 親睦活動委員会　委員長　長富　正博
諫早南RC　千葉まさこさん
（第8グループ　ガバナー補佐）
　はじめまして。10月3日㈮のチェコのオー
ケストラ	パルドビツェの紹介をかねて、メー
クアップに参りました。よろしくお願いし
ます。
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 幹事　納所　佳民
１．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　	9月28日青少年奉仕セミナーご出席のお礼
が届いております。

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
 理事長　小沢　一彦さん
　10月米山月間資料のご案内
　　1.	豆辞典　全会員用
　　2.	クラブ米山記念奨学委員長の手引き
　　　…委員長用
　　3.	寄付マニュアル…事務局用
　　4.	2013年度	事業報告書
　　5.	事業報告書	統計･資料編
　　6.	2013年度	決算報告
　　7.	追加資料申し込み書

３．RI日本事務局
　財団室NEWS　2014年10月号

４．海上自衛隊佐世保地方総監
  池田　徳宏様
　自衛隊記念日のご案内
　1.	記念式典
　　期日／平成26年10月31日㈮　16:10〜　
　　会場／海上自衛隊		平瀬武道場
　2.	祝賀会
　　17:30〜19:00
　　会場／海上自衛隊		平瀬体育館

■青少年奉仕委員会 委員長　大久保利博
青少年奉仕セミナー報告
　日時：2014年9月28日㈰
　　　　13:00〜
　会場：東彼杵町総合会館
　出席者：	円田　昭会長
　　　　　増本一也ローターアクト委員長
　　　　　大久保利博

　「青少年奉仕に関する委員会は、将来のロ
ータリアン育成の為には欠くことができな
い委員会であり、ロータリーの将来を見据

幹 事 報 告

委員会報告

ニコニコボックス

朗遊会より



（4）

クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史

2014～2015年度 テーマ LIGHT UP ROTARY　̶ ロータリーに輝きを ̶
2014～2015年度 R.I.会長 ゲイリー C.K. ホァン （台湾・台北RC）

会　長：円田　　昭　　　幹　事：納所　佳民
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　川口　博樹）
（カメラ担当　山口　剛史）

＊10〜11月  例会予定＊

10月15日　（医）祥仁会　西諫早病院
　　　　　　（佐世保サテライトクリニックPET/CT）

	 　理事長（院長）　千葉　憲哉	様

10月22日	 新会員　西村　一芳さん
	 　㈱西九州新生活センター
	 　代表取締役社長

10月29日	 第2740地区	職業奉仕委員会
	 　委員長　駒井　英基さん
　　　　　　　　　　　　　	（佐賀南RC）

11月５日	 新会員　松原　　健さん
	 　㈱テレビ長崎	　佐世保支社長

11月12日	 名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
	 　Mattew	D.Ovios	様

11月19日	 新会員　小川信次郎さん
	 　西部ガス㈱　佐世保支店長

11月26日	 佐世保RC	ロータリー財団委員会
	 資金推進・財団・米山副委員長
	 　溝口　尚則さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月15日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／10月 9 日㈭　18:30〜
　　　10月23日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されます
と、メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。ニコニコボックス	 本日合計	　19,000 円

	 累　　計	 286,000 円

◇

円田　　昭さん、納所　佳民さん
増本　一也さん、黒木　政純さん
安部　直樹さん、福田　金治さん
大神　吉史さん、城島　一彦さん
幸良　秋夫さん、平尾　幸一さん
髙瀨　宏滋さん
　ブイ	チ	ティ	ビックさんの卓話に期待して
ニコニコします。

遠田　公夫さん
　本日ご案内のように、夜の佐世保活性化
イベント「第3回バルさるく」を11月8日㈯	
開催致します。3,700円で一晩に5軒の飲食
店をハシゴ酒できます。従業員さんと是
非、お越しください。

納所　佳民さん
　10月8日㈬、15日㈬、第2、第3の例会を出
張で欠席致します。皆様にはご迷惑をおか
けいたします。髙瀨副幹事、宜しくお願い
致します。

長富　正博さん
　先週（9/24）お昼、12時10分、西九州自動
車道、中央インター出口において、折から
の雨でスリップ。中央分離帯ではねて、横
転、10m程滑走し、パトカー4台、救急車1
台、おまけにレスキューまで出動する騒ぎ
をおこしたのは私です。例会には来れませ
んでしたが、おかげさまで、何事もなかっ
たように、2時から仕事ができましたので、
ニコニコします。
　「愛車」はと申しますと、私の車だけに廃
車（歯医者）です。


