
　米山奨学生になってから、皆様に出会えて、
また日本人のイメージが変わりました。一番最
初の例会のとき、本当に怖かったです。一つの
ミスでも怒られると思っていましたが、私は大
間違いでした。「日本のロータリアンはものす
ごく優しくて、ユーモアがある、お兄さんやお
父さんのような方々です」と、他の人に迷うな
く言えます。
　米山奨学生になって、一番得たものは自信で
す。私は自信があまりありませんでしたが、オ
リエンテーションのとき、南クラブの地区員の
直江さんが言った言葉を今でも覚えています。
「私たちがあなた達を選んだから、その誇りを
胸に頑張ってください」。そして、こういう風
に皆様の前に、卓話をして、だんだん自信が付
きました。
　12月の冬休みの間、韓国に2週間行きまし
た。この前卓話した韓国人のお勧め通りに行き
ました。とても素敵な2週間でした。特に、印
象に残ったのは交通機関のカードでした。バス
も電車も、タクシーも、全てが1つのカードで
利用でき、とても便利です。「日本もある」と
考え方がいらっしゃるかもしれませんが、日本
にはない機能が付いています。それは乗り換え
の計算機能です。降りた駅の間違えやバスから
電車に乗り換えするとき、すごくお得です。日
本も同じようなカードがあれば、観光客にもっ
と便利ではないかと思っています。
　もし私は日本に留学しに来たではなく、ただ
の観光だったら、韓国のようないい印象ばっか
り残ってるではないかと思いました。ですが、
福岡にいる間の辛さや、佐世保にいる間の幸せ
さがあったからこそ、私は成長できました。将
来、日本で辛い気持ちをされたベトナム人の心

『日本で感じたことと
　　　　　　今後の目標』

　ロータリー米山記念奨学会
　奨学生

　　ブイ チ ティ ビック さん

　私は日本に来て、4年間経ちました。時間経
つのを一番速く感じたのは米山奨学生になって
からの1年間です。楽しい時間はあっという間
に終わりますね。
　時間経つのを一番長く感じたのは福岡での１
年間半でした。当時、差別を受け、学校もバイ
ト先も、どこでも辛かったですが、「日本人は
全て悪くない、ただ私の運が悪かっただけ」と
考え続き、最後まで頑張りました。頑張れた理
由は、ベトナムで出会った日本人の先生がとて
も優しく、毎週ただで、私の家に来て、日本語
の会話を教えてくれました。そして、福岡の学
校の担任先生もいつも私の味方にいてくれたか
らです。綺麗な夢が壊されたような当時の私
は、春休みに帰国してから、本当に日本に戻り
たくありませんでした。でも、大学の学費を払
ったので、戻りました。
　今考えたら、日本に戻ってよかったと思って
います。大学の先生方はすごく優しくて、熱心
で、いつも学生のことを考えているのです。バ
イト先の人も、上司も、町に歩いている人も、
福岡と全く違います。「最初に佐世保を選べば
よかったのに」と思ったりしました。私の心に
付けられた傷を、一つ一つ治ったような気がし
ます。
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を治せる存在になりたいです。そして、日本人
の中のベトナム人、あるいは外国人の印象を良
くする存在になります。
　これからは大学四年生になって、就職などを
考えないといけない時期になります。できれ
ば、ベトナム語と日本語を活かせる仕事を探し
たいです。そして、就職する前に、一度はヨー
ロッパに行き、学校で学んだ知識を自分の目で
確かめたいです。小さい頃からの夢は世界旅行
なので、最終的帰国する前に、全力で叶えたい
と思います。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　米山奨学生　ブイ チ ティ ビック さん

 会長　円田　　昭
　昨日は当クラブに在籍されて
いた才木邦夫さんの長崎新聞社
社長就任の祝賀会があり、出席
させて頂きました。才木さんの
お人柄同様にとても和やかな雰
囲気で盛り上がりました。ご活
躍をご祈念申しあげます。
　来週は建国記念の日で例会はお休みとなりま
す。日本書紀で神武天皇が即位された日を建国
の日としてお祝いしており、戦前は紀元節と言
われていました。今年はその日から2675年にな
ります。佐世保では2月11日に日の丸大行進と
いう行事が盛大に行われております。参加され
る方もおられるかと思いますが、国の誕生日を
日本国民としてお祝いしたいと思います。

〔理事会報告〕
１ ． 創立記念例会について予算と内容を協議

し、承認いたしました。
２ ． 観桜例会の日時、場所などについて協議を

いたしました。
３ ． 3月例会プログラムを承認いたしました。
４ ． 会員増強について、候補者などを確認いた

しました。
５ ．次回理事会の日程を承認いたしました。

 幹事　納所　佳民
１�．ロータリー日本財団
� 理事長　千　　玄室さん
　確定申告用寄付金領収書送付について

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
　確定申告用寄付金領収書送付について

３�．第2740地区ガバナー� 宮㟢　清彰さん
　　地区青少年奉仕統括委員会
� 委員長　中島　洋三さん
　�　地区インターアクト委員会
� �委員長　若杉　能將さん
　 インターアクト後期指導者研修会用アンケート

のお願い
　　2月10日締め切り

４�．地区米山記念奨学委員長� 本多　善彦さん
　2014学年度米山奨学生の終了式開催のご案内
　日時／2015年3月15日㈰  15時〜
　会場／L&Lホテルセンリュウ（諫早市）
　参加者／カウンセラー、奨学生

５．長崎出島ロータリークラブ
� 　新会長　佐々木達也さん
　会長交代のお知らせ
　　 前会長 加藤公子さん退会の為、新会長に
　　前副会長の佐々木達也さん

６�．RI認証ロータリー囲碁同好会日本支部　� �
� 名誉会長　田中　　毅さん

（2680地区PDG）
� 会長　石井　良昌さん

（2680地区PDG）
� 日本支部長　新藤　信之さん

（2750地区PDG）
　�日韓台対抗戦の「第16回ロータリー国際囲碁
大会」のご案内

　日時／2015年5月16日㈯ 
　　　　　8:30 登録受付
　　　　　9:00 点鐘開会式
　　　　　18:00 表彰式と懇親会
　会場／東京･市ヶ谷の日本棋院 2階大ホール
　 　　　 対局終了後にアルカディア市ヶ谷に移

動します。
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　主催／ロータリー囲碁同好会
　協催／第2580･2750地区
　ホスト／東京RC
　登録料／ 17,000円（賞品代、プロ棋士多面碁

の謝礼、昼食、懇親会費等含む）

７�．第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページ更新のお知らせが届い

ております。

８�．西海学園高等学校� 校長　菅沼宏比古さん
　卒業式のご案内
　日時／平成27年2月27日㈮　10:00 開式
　会場／本校　記念館ホール

９�．佐世保市福祉活動プラザ
� 　所長　宇野　京子さん
　 DVD『未来を拓く鍵はここに』の視聴につい

てご依頼

10．長崎県障害者福祉事業団�障害者支援施設
　　つくも苑� 施設長　南部　幸子さん
　機関紙「展海」第146号の送付について

■ローターアクト委員会� 大神　吉史
長崎国際大学ローターアクトクラブ
第112回例会ならびに新旧役員
交代式のお知らせ

日時／平成27年2月21日㈯
　　　受付開始　10:00〜
　　　点鐘　　　10:30予定
　　　懇親会　　12:30
　　　終了　　　14:30
会場／例　会：長崎国際大学 2101号室
　　　懇親会：長崎国際大学 食堂
登録料／1,500円

　なお今回の例会で、田浦麗美会長が卒業とな
ります。田浦会長は、様々な努力で会員わずか
3名から30名まで増員し、楽しいクラブづくり
を行いました。是非とも多くのメンバーでお送
り致したいと思います。各委員会でお世話にな
られたロータリアンの参加をお待ちしておりま
す。宜しくお願い申しあげます。
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� 出席・例会委員会　岡村　一郎
国際ロータリー第2740地区
第５・６グループ
インターシティ・ミーティング
出席報告

　日時／2015年1月31日㈯
　　　　13:30〜18:30
　場所／ザ パラダイスガーデン サセボ

テーマ：
　「これからのロータリー！」 原点をふまえて

プログラム：
【第 1 部】 記念講演
 廣畑　富雄 氏
 （RI2700地区 2005-06年度ガバナー）  
             「ロータリーの心と原点」
　著作本をベースに、創設者ポールハリス氏の
目指した「ロータリーの心」を振り返るととも
に、職業奉仕の考え方、またライオンズクラブ
との相違点等をわかりやすくご説明された。

【第2部】パネルディスカッション
　「これからのロータリー！」原点を踏まえて
　4名のパネラーと1名のコーディネーターが、

「入会動機」、「職業奉仕」、「これからのロータ
リー」をテーマにフリーディスカッションを実
施。最後に野口清第2740地区パストガバナーが
講評し、いま改めて原点に立ち返ってロータリ
ー活動を考え行動することを提案された。

【第3部】懇親会

� 親睦活動委員会　田口　恵介
田中丸善弥さん
　皆様遅くなりましたが、2015年新年明けまし
ておめでとうございます。旧年中は大変お世話
になりました。
　実は、私こと（平成26年）11月26日に思いがけ
ず体調不良となりました。病名は「急性大動脈
解離」で会社出社中に倒れ、急遽佐世保市立総
合病院からドクターヘリにて長崎大学病院へ。
そして12時間の手術、九死に一生を得て、クリ
スマスそして年末年始は闘病生活。年明け1月

委員会報告

その他の報告

ニコニコボックス



＊2〜3月  例会予定＊

 2 月25日 佐世保中央病院外科非常勤医師
 　菅村　洋治さん

 3 月 4 日 長崎県警　相浦警察署長
 　山口　善之さん

 3 月11日 佐世保青年会議所　新理事長
 　谷川　辰巳さん

 3 月18日 大島酒造㈱　社長
 　長岡　祐一さん

 3 月25日 ロータリー情報・文献記録委員長
 　会員　福田金治さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月18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＊
第112回例会（役員交代式）
日時／2月21日㈯
会場／長崎国際大学（2101号室）

＊ 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。
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（今週の担当　川口　博樹）
（カメラ担当　坂元　　崇）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

14日にようやく、退院の運びとなりました。こ
れから社会復帰に向け体力をつけて参ります。
どうぞご安心ください。
　ということで…皆様には大変ご心配･ご迷惑
をお掛けしましたが、助けて頂いた命を大切に
平成27年はよき年になるようにと念じ心機一転
頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い
します。　

平尾　幸一さん、長富　正博さん
井上　斉爾さん、玉野　哲雄さん
松本　英介さん、坂元　　崇さん
有薗　良太さん、石井　正剛さん
古賀　　巖さん、川口　博樹さん
池田　　豊さん、山口　剛史さん
米倉洋一郎さん
　田中丸善弥さんのお元気なお姿にニコニコし
ます。たくさんのニコニコありがとうございま
した。

佐々木秀也さん、黒木　政純さん
　今年の卒寿と還暦の二人で、昨日亀山八幡宮
の節分祭と豆まき行事に参加させていただきま
した。舞台から餅やお菓子をまくのは大変気持
ちよく、河原さんのご配慮で貴重な経験をいた
しました。「福は内！」

円田　　昭さん、平尾　幸一さん
納所　佳民さん、髙瀨　宏滋さん
黒木　政純さん、幸良　秋夫さん
橘髙　克和さん、大神　吉史さん
中島　祥一さん、城島　一彦さん
　ロータリー米山記念奨学会奨学生 ブイ チ テ
ィビックさんの卓話に期待して。

次々週例会の案内

　18日㈬の第64回創立記念例会は、レオプラザ
ホテル佐世保で18:30〜です。大神邦明パスト
会長の卓話となっております。

ニコニコボックス 本日合計 　35,000 円

 累　　計 771,000 円

◇


