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鈴鹿西ロータリークラブ会報 
所属:  国際ロータリー第 2630 地区 鈴鹿・亀山グループ;  

創立:  1985 年 3 月 27 日; RI 認証:  1985 年 6 月 3 日(No. 1665);  

事務所:  〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町 816 鈴鹿商工会議所 3F;  

電話:  059-383-7077; FAX:  059-383-8501;  

E-Mail:  info@rotary-suzuka-west.org; http: //www.rotary-suzuka-west.org/  

例会場:  鈴鹿商工会議所 4F 大ホール; 例会日:  火曜日; 例会食事:  12: 00; 例会:  12: 30-13: 30; 

第 1641回例会 2020年 10月 13日(火) 

例会場: 鈴鹿商工会議所 4Ｆ大ホール 

例会進行: 藤井光彦 副ＳＡＡ 

開始: 12：30 終了: 13：30 

点鐘: 会長 森 豊 

ソング: 我らの生業  

ソングリーダー: 勇 理維子幹事  

ゲスト：地区米山奨学委員会委員長 

        伊藤晃宏様（鈴鹿シティＲＣ）

2020 学年度ロータリー米山記念奨学生 

          チャン ティ ニーナ様 

 

会長挨拶          森 豊 会長 

皆さんこんにちは．今日のお客様を紹介させて頂

きます．２０２０学年度ロータリー米山記念奨学生 

チャン ティ ニーナ様そして地区米山奨学委員

会委員長 伊藤晃宏様です． 

今月は地域社会の経済発展月間と米山月間です．

チャン ティ ニーナさんは四日市大学の総合政

策学部 4 年生です．大学と言えば、ほとんどの大学

がリモートワークを取り入れオンライン授業にな

っています．数百人の学生が広範囲から通学し、一

斉に教室に入り「密」な状態になり、キャンパス内

で頻繁に移動が起こり大勢とすれ違うので、クラス

ターが発生しやすい状態になるから新型コロナウ

イルスの発生以降 1 回も大学に行った事が無いと 

 

言う学生さんも多いでしょう．ようやく今月に入り、

対面授業を開始する大学も出てきましたので学生

同士のコミュニケーションを取ることが出来ると

思います．ロータリークラブの例会も人数が多いク

ラブでは、リモートワークを取り入れているところ

も有りますが当クラブは人数が少ないので、対面で

行っています．新型コロナウイルスの影響で例会に

出席出来ない方の為に考えなければならないと思

います．米山と言えば日本のロータリーの創始者で

ある米山梅吉です．１８６８年に東京芝田村町にて

和田家の三男として生まれ、１８８７年母の故郷で

静岡県の米山家に養子として入籍して、１８９５年、

三井銀行に入行しました．１９２０年１０月東京

RC を創立し会長に就任しました．これが日本のロ

ータリークラブの第一歩となりました．今日はチャ

ン ティ ニーナさんの卓話と伊藤委員長の卓話

で良いお話が聞けると楽しみにしています．宜しく

お願い致します． 
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幹事報告         勇 理維子 幹事 

1.  第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会

（2021 年 3 月）は中止との連絡がございまし

た． 

2. 職業奉仕委員会研修セミナー開催のお知らせ 

日時：2020 年 12 月 13 日（日）受付・昼食 11：

30 点鐘 13：00 終了 16：00 

場所：都ホテル 岐阜長良川 

参加要請対象： ＊会長  ＊職業奉仕委員長 

登録料：お一人様 ￥8,000 

3. 次期米山奨学生世話クラブ受入れ説明会のご

案内 

日時：2020 年 11 月 8 日（日）  

13：30～15：30 

場所：安保ホール 101 号室  

（名古屋市中村区名駅） 

4. 地区会員増強委員会より、増強の推進、退会防

止の観点から、会員の意識高揚のための「増強

缶バッジ」が送られてまいりましたので配布し

てございます． 

 

 

5. 本日例会終了後、第 8 回 理事・役員会を事務

局において開催いたします． 

 

委員会報告 

＊ポール・ハリス・フェロー認証状、襟ピンの 

贈呈 

小林英将会員、眞弓純一会員、川岸光男会員、

寺田有子会員 

＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証

状、襟ピンの贈呈     仲村義昌会員 

  

＊親睦・家族旅行（10/20）について(確認） 

加藤 稔親睦・家族委員長 

出席報告        眞弓純一 出席委員長 

正会員 36 名中 17 名出席．出席率：58.60％ 

 

ニコニコボックス報告      

          森 喜代造 親睦・家族委員 

           順不同・敬称略 

 ※印 多額 

※伊藤晃宏様（鈴鹿シティＲＣ）：米山奨学生の卓

話です．よろしくお願いします． 

※河田勝正：日本一の最愛の妻との結婚式を忘れ

て・・・． 

野間芳実：米山奨学生のチャン ティ ニーナ様、

米山奨学委員会委員長の伊藤様卓話宜しくお

願いします． 

岩崎 透：伊藤さん久しぶりです．歓迎です． 
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森 豊：米山記念奨学生 チャン ティ ニーナ

様、地区米山奨学委員会委員長 伊藤晃宏様よ

うこそお越しいただきました．本日はよろしく

お願い致します． 

勇 理維子：チャン ティ ニーナ様、伊藤様、

今日はよろしくお願い致します． 

田中 通：・米山奨学生 チャン ティ ニーナ

さん、伊藤委員長ようこそ鈴鹿西ＲＣへ．・元

会員の十津守宏さんに偶然会いました．10 年

ぶりでしょうか．今は成城学園にお勤めです． 

岸本春雄：伊藤さんようこそ．ゴルフ悩まずに頑

張りましょう． 

眞弓純一：チャン ティ ニーナさんを歓迎して． 

杉﨑雅代：先週例会後ハンドバッグを忘れ、次の

場所に行くまで気がつきませんでした．給食の

方が事務所に届けておいて下さいましたがそ

ろそろ・・・のところに入ってきたのかな～と． 

 
 
 

 

 

 
 

本日のプログラム  

「米山月間に因んで」 

2020学年度ロータリー米山記念奨学生 

 チャン ティ ニーナ様 

米山奨学生、世話クラブ亀山 チャン ティ ニ

ーナ と申します。本日よろしくお願いします。 

最初は自己紹介を致します。 

私の名前は、チャン ティ ニー ナです。出身は

ベトナムのダナンです。大学は、四日市大学 総合

政策学部 総合政策学科４年生 です。国際経営分野

について学んでいます。 

卒業の研究テーマは日本にいる外国人労働者：少

子高齢化による労働人口が減少しているため、人手

不足が発生している現状があります。そのため日本

が外国人労働者を受けることになりました。外国人

労働者を受け入れると日本の人手不足の問題を解

決出来るかどうかを研究しています。そして今年は

コロナの影響で失業者が増えて、外国人労働者はま

だ受け入れ必要かと言うことを研究しています。 

将来の夢：グローバル化が進んでいる今日本に来

るベトナム人は毎年増え、逆にベトナムでは日本の

会社も増えています。将来両国を貢献する為ベトナ

ムと日本に関係がある会社で働きたいと思います。 

私の趣味は、園芸です。ベトナムにいた頃はした

事がなかったのですが、日本での一人暮らしをきっ

かけに始めました。最初は 3 種類ほどでしたが、今 
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では育て方を覚え沢山の野菜や花も育てています。 

 

自己紹介が長くなりましたが、はじめに日本に来

た経緯について話します。そして次に、日本に住ん

でみて感じたことを話します。 

 

私は小学校の時に叔父が日本で留学していまし

た。その時叔父から日本のことを色々と聞き興味を

持ち、日本はどんな国か、習慣や文化をもっと知り

たいと思い、高校を卒業してから日本語を勉強して

留学しに来ました。 

 

日本に来て 5 年間があっという間に経ちました。

5 年という歳月は、日本留学で沢山の経験しました。

戸惑いながらも日本の文化やマナーを学習するこ

とが出来ました。例えば日本のおもてなしや日本の

言葉づかいです。相手の気持ちを尊重する為丁寧な

言葉を使って話します。断る時に相手を傷つけない

ように遠回しの表現を使って話します。 

 

日本に行くまでは、楽しみや不安な気持ちもあり

ましたが、今までは日本の生活に慣れて来ました。

もちろん困ったこともいっぱいありました。特に日

本に来たばかりの時言葉は通じないのでどこに行

っても怖いです。 

 

私がベトナムにいる時、テレビや日本にいる親戚

から日本のことを沢山聞いていましたが、実際に聞

いていた通りの体験をしました。しかし、日本での

生活は刺激的でした。「一つ目に時間通りの生活を

送っている。」です。私の住むベトナムでは、時間

通りの運行があまりなく数分・数十分単位の遅延が

あります。それに比べて日本では数十秒の遅れでも

運転手さんが誤っているのを聞いて驚きました。 

2 つ目は、「買い物先で経験したこと」です。日

本で働く従業員の方はお客様に対して非常に丁寧

な言動をしていると思いました。日本では当たり前

な行動ではあるかもしれませんがベトナムでは見

かけません。また、商品を購入してくれた人に対し
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て感謝の気持ちを伝えたり、あまり目立たないミス

でも丁寧に謝ります。逆に、日本では丁寧過ぎると

いう印象を受けました。私は日本に来て接客業のア

ルバイトをしていますが、理不尽な客に対しても謝

る行為があったのは疑問に思いました。 

世界各国、それぞれの文化があり、もちろん日本

とベトナムも例外ではありません。日本人の当たり

前がベトナムではそうでない事がいっぱいありま

す。そこで今回は、日本とベトナムの文化の違いに

ついてお話します。 

 

まずは外国人が驚く日本のこと 

行列  

日本人はお年寄りから子供までどこに行っても

何かを待っても騒がずにきちんと行列を作って、自

分の順番まで待っている。この文化は外国人の私に

とってとても面白くて、素晴らしい文化だと思いま

すが私は理解出来ないところもあります。例えば食

べたいものを買えるため何時間も並んで待ってい

ました。その時間を勿体ないと思わないでしょか？

とか違う日にまた行けばいいじゃないでしょかと

思いました。 

 

自動販売機 

日本では「石を投げれば当たる」と言うほどにど

こでもある自動販売機。そしてドリンク以外はアイ

スクリームもバンも売るってびっくりしました。 

日本に来て驚くことはまだまだ沢山ありますが

時間制限なので今日はここまででお話します。 

 

次は皆さんが多分知らないベトナム文化と面白

いところをご紹介します。 

まずはベトナムの市場 

ベトナムは海が綺麗で赤道付近に位置するため

年中比較的暖かく熱帯のフルーツが沢山採れます。

また、海産物も豊富で海沿いには新鮮な海鮮料理の

レストランがいくつもあります。日本では、スーパ

ーで買い物する人が多いですが、ベトナムでは、大

半の人が市場で買い物する人が多いです。何故、ス

ーパーではなく市場で買い物をすると思います

か？ 

なぜなら、スーパーより安く買え、尚且つ新鮮な

モノを買えるからです。鶏も生きたまま売っていま

す。注文してからお肉にするため、すご～く新鮮で

す。また、カエルも売ってます。市場では果物と食

べ物だけではなく靴も服もいろいろ売ってます。 

もしベトナムに旅行行ったら是非体験してみて

下さい。そして物価は、日本の約 3 分の 1 ほどで

安く買えます。単位はドンです。でも、旅行する際

は注意するところがあります。なぜなら、市場の人

たちは販売している価格よりも高い値段で売って

くるからです。だから値段交渉が必要です。 

 

ベトナムの交通 

ベトナムの交通事情は複雑で、日本とは違う交通

規制の緩さ。日本とは違い、ベトナムには地下鉄が

なく、一番利用されている交通手段はバイクです。

日本では多く車が走っていますが、ベトナムではと

にかくバイクが多いです。バイクの所有率は日本で

は 21%ですが、ベトナムでは 86%です。そのため

道路を走るとバイクで埋め尽くされています。日本

では、近年煽り運転が問題視されています。自動車

学校でも極力クラクションを鳴らさないようにと

教わります。しかし、ベトナムでは、自分の存在を

知らせて事故を避けるためにクラクションを鳴り

止まないです。ベトナム国内で電車に乗れるのは、
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長距離の移動に限られています。電車での移動は一

見非効率なように思えますが、ベトナムの美しい景

色を見るには電車移動が一番適切な手段です。その

他、公共のバスも日本と利用方法が全く異なります。

ベトナムの路線バスは、切符の購入や受け渡しが機

械ではなく専用のスタッフです。乗車時に目的地を

そのスタッフに伝えておけば、目的地付近で教えて

くれるので、乗り越しがなく安全です。 

 

学校の時間  

ベトナムでは学生の人数が多いため多くの学校

がごぜんとごごのくらすを入れ替わります。朝とて

も早いです。 

いまはその時間無理、起きれない笑 

 

コンビニ 

ベトナムでは昔からはコンビニあまりありませ

んが最近になって、ダナンで Vinmart というロー

カルのコンビニが多く見かけられるようになりま

したが、24 時間ではありません。そしてパンは一

部の店舗にありますが、お弁当などはありません。

どちらかというと、住んでいる人の為の日曜食料品

が中心です。限られた種類のアルコールを含むドリ

ンク、お菓子は売っています。私は毎年春休みの時

にベトナムに帰国するとすごい変わります。 

 

昼寝の習慣 

この写真を見て何の写真だと思いますか？それ

は昼寝時間です。この写真は最近ツイッターと

Facebook で話題になっていました。ベトナムで働

いてる日本人は「一見すると野戦病院か死体安置所

にしか見えませんが、ベトナム人の昼休み中の昼寝

に対する全力っぷりはめをみはります。」と書きま 

 

した。 

 

ベトナムでは、朝早く起きて、朝早く市場に買い

物に行き、食事をしてから出勤しています。朝早く

行動するから、会社でも自宅でもベトナム人の多く

は、少しの時間でも昼寝をします。15 分～30 分ま

での昼寝は体に良いと思います。人間の集中力の限

界は 2 時間ぐらいと聞いたことがありますので、朝

から 4 時間働いたら、集中力が落ちるはずです。

15 分～30 分昼寝したら、頭がリフレッシュされて、

元気に感じ、午後の仕事にも集中し続けられます。 

 

異文化について沢山がありますが今回私はここ

まで皆さんに紹介します。もし機会があればぜひベ

トナムに旅行して体験してみてください。 

 

最後、この場をお借りしてロータリークラブ会員

の皆さんに感謝の言葉を伝えさせていただきたい

と思います。留学生の私達に奨学金をいただいてあ

りがとうございます。奨学金支給されることで勉学

に励む時間が以前より確保され、大変充実した生活

が送れています。卒業までの残り短い学生生活をよ

り有意義なものにしたいと思います。ご清聴ありが

とうございます。 

会報発行担当：田中 通 


