2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !
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本日の卓話者ご紹介
米山奨学生
ブイ・スアン・アン様

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

4名

計

45 名

修正率

本

第 3333 回

例会日
会 場
事務局
連絡先

73.77 %

れとも英語？と良くきかれましたが、違います！ベトナ
ムではベトナム語を話します。通貨はベトナムドンです。
ベトナムの北は夏暑くて、今年の夏は 42 度になった日
がありました。冬はすごく寒いです。しかし、南部は温
かいです。

話

「ベトナムのこと・学校研究について」
米山奨学生
ブイ・スアン・アン

ベトナムの人口は約 9,734 万人、首都はハノイです。
日本に来た時、皆さんにベトナムでは何語を使うの？そ

ホーチミン博物館の近くにある文廟があります。

文廟内の石碑

さて、ベトナムのことを紹介します。
国旗の色の赤は革命で流した英雄の血。
黄色は国民の魂。星は 5 つの階級「知
識人、農民、労働者、商人、兵士」を
表します。革命に参加したので、国旗に表されています。

ホー・チ・ミン生誕 100 周年の 1990 年に建設され、
ソビエト連邦が建設の援助をした。かつてのベトナム人
指導者ホー・チ・ミン氏および外国の支配に抵抗するベ
トナムの革命闘争に捧げられた博物館である。
文廟

私の名前は Bui Xuan An( ブイ・スアン・アン ) です。
ブイが名字ですが、アンと読んでいただくと嬉しいです。
1994 年 12 月 7 日生まれ、出身はベトナムです。
家族はお母さん、奥さん、子供がいます。全員ベトナム
に住んでいます。2016 年 4 月に日本に留学して、日本語
学校に入りました。2 年間日本語を勉強して、2018 年に
湘南工科大学に入学しました。今は 4 年生で、ロボティ
クスコースで勉強しています。今年 4 月からご縁があっ
て、平塚ロータリークラブに奨学生として迎えられても
らえました。カウンセラーは江藤さんで、いつも優しく
応援してもらい、大変うれしいです。

ホーチミン博物館に
展示する物

卓

ホーチミン廟

ハノイの観光について少し話します。ハノイに観光に
来た人は多くの人がホーチミン廟に行きます。ホーチミ
ン廟は 2 年の歳月をかけて建てられました。1975 年に完
成しました。ベトナム建国の父のホーチミンが安置され
ています。廟内に私語、写真撮影は禁止されています。
ホーチミン廟を出るとすぐ近くにホーチミン博物館があ
ります。

文廟は 1076 年ベトナムで最初の国立大学である帝国
アカデミーを主催した。阮朝（グエン朝）時代のベトナ
ムでは中国と同じように科挙（高級官吏の登用試験）が
行われていたが、境内の 82 の石碑には、15 世紀から
18 世紀の間に行われた科挙試験の合格者の名前が刻ま
れている。
ハノイの中心にあるホアンキエム湖を紹介します。ホ
アンキエム湖の伝説：皇帝黎利が湖の宝剣を手にし、そ
の剣によって明との戦いに勝利した。その後、平和になっ
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マスク着用しない状態

マスク着用の状態

ホアンキェム湖

たので持ち主である竜王に湖の中心近くにある小島で剣
を返した。それゆえ、ホアン・キエム（ベトナム語の意
味は剣を返すこと）と呼ばれるようになった。

最後に、ロータリー奨学生としての活動を紹介します。
残念ながら、今年はコロナの影響で活動をあまり行わな
いので、少し寂しかったです。参加できたのは４月 10 日
米山奨学生のためのオリエンテーション、５月 23 日の
同窓会と毎月一回世話クラブの例会だけです。

ソイ

焼き魚のみじん切り ブンチャー

バインクオン

次に、ハノイの有名な食べ物を紹介します。以下の全
ての食べ物は安くて、すごく美味しいので、毎日ベトナ
ム人が食べています。

フォーボー

バインミー

次に、学校の研究を紹介します。現時点、人工知能ロ
ボットが身近いに普及している。人工知能を組み込むこ
とでコミュニケーションができるようになった。コミュ
ニケーションを行う際に画像処理が必要となる。本校で
は、人の顔認識とマスク認識を行う。人の顔を認識する
と人物がマスクの着脱状態を判別することができるロボ
ットのプログラムの実装を目指す。SITTER-2 という大学
案内ロボットの名前である。研究室で制作しているロボ
ットである。本校では、SITTER-2 に対して顔・マスク認
識や人物追従を実装する。
マスクの着脱状態を判別す
ることができるソースコード
を Github の Face Mask Detection
を参考し、作成した。人の顔
画像データには角度に関係な
くある 1898 枚マスク着用、
1930 枚マスク着用しないデ
ータを学習し、出来上がった
モデルを用いてプログラムを
実装した。

機会があれば、ぜひベトナムに行って、絶境を観なが
ら美味しい食べ物を試してみてください。
ポリオ根絶啓蒙キャンペーン報告
○平塚RCポリオデー実行委員 平井敬規
10 月 9 日土曜日に国際ロータリー第 2780 地区 第８
グループでは、２４日の世界ポリオデーに合わせて、
平塚八幡宮参集殿にて「ポリオ根絶 コロナ鎮静化祈
願祭」の祈祷を行いました。当日は、田島ガバナーを
はじめ第８グループ会長幹事など合計２６名が参加し
ました。平塚湘南ロータリークラブの米山奨学生ファ
ラナタシャビンディムスタファーさんも見学し、日本
の文化に触れました。
午後からは、平塚駅前で「ポリオ根絶啓蒙キャンペー
ン」を行いました。駅前でのキャンペーンでは、神奈
川中央交通株式会社様の全面協力のもとラッピングバ
スを展示し、チラシとノベルティーを配布し多数の一
般市民にポリオ根絶を訴えました。
また、当日は出席対象者以外の会員の方でキャンペー
ンにお越しいただき募金等に協力いただいた会員の皆
様ありがとうございました。
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委員会報告
○創立65周年記念例会実行委員会 清水裕委員長
本年度、平塚 RC は創立 65 周年となります。2 月 17
日 ( 木 ) に記念例会という形で式典を行います。委員
の方には来週の例会後に打ち合わせを行いたく、お集
まり願います。
また、25 日 ( 月 ) の 18:30 より平塚商工会議所にて第
1 回長期計画委員会を開催いたしますので、長期計画
委員の皆様にお集まりいただきたくお願いいたします。

米山記念奨学会より常盤会員へ感謝状の贈呈
地区米山奨学委員会委員長として 2 年間の多大なる功
績を感謝して、感謝状を常盤卓嗣会員へ贈られました。

今週のお祝い
誕生日祝い・・・無し
結婚祝い ・・・髙橋賢二会員、小野
メークアップ（MUP)

4名

鳥山優子会員、三荒弘道会員、守屋宣成会員、
山口紀之会員

幹事報告
◎国際ロータリー理事の辰野様よりお知らせがあります。
明日 10 月 22 日 ( 金 ) に日本経済新聞の朝刊全国版に
ロータリークラブの一面広告を掲載いたします。これ
は日本のロータリー 100 周年を昨年迎えたことを契機
に、ロータリーの活動を多くの方に PR し、会員増強
に繋げることを目的としています。
◎11月23日に予定されていましたインターアクト年次
大会が中止となりました。
9 月末までの緊急事態宣言下において各高校のインタ
ーアクトクラブの活動が制限され、発表する活動がな
されていないということからの判断となりました。
◎オックスフォードシャツが入荷されております。
申し込みされた方でまだ受け取られていない方は受付
で代金と引き換えで、お受け取り下さい。
クラブ会報委員会

学会員

◎ 平井 敬規

本日のスマイル

14名

ゲスト

1名

米山奨学生

ブイ・スアン・アンさん
0名

ビジター
卓話・行事予定
10月28日(木)
11月04日(木)
11月11日(木)

タノテック ( 株 )
代表取締役 三田村 勉様
休会
平塚青年会議所 理事長 小澤淳史様

市内例会変更
現在ございません。
○ 関口 幸恵

菅沼 久志

松本 崇

