
会長　中島　祥一君
台風の被害はありませんでしたか。前の台
風では瓦が飛んできたり、駐車場の屋根は全
部飛んでしまうし、とんだ災難でした。
最近、この辺を通る台風が増えたような感
じがしませんか。やはり、地球温暖化のせい
でしょうか。どうしても朝鮮半島の手前で右
によるんですね。何で進路が決まるのでしょ
う。偏西風か、前線と思っていました。
（過去の似た台風を参考に、コンピューター
で計算するそうです。）
屋根瓦が飛ぶ瞬間を見ました。瓦は端から
飛ぶのではなく、真ん中から吸い上げられる
ように飛ぶんですね。何とかの原理ですか。
とにかく、13という数字はあまり良いひびき
ではありません。
過去の台風発生と上陸が多かった年です。

発生数は1967年39回、上陸数は2004年10回、
被害が大きいのは日本海コースを取るものが
多いようです。被害が大きかったのは最近で
は2004年台風18号、俗にいうリンゴ台風です。
保険金は5,000億円が支払われています。
さて皆様は、室戸、枕崎、キャサリン、洞
爺丸、狩野川、伊勢湾台風などの印象が強い
のではないでしょうか。
蛇足ですが、ヘクトパスカルについて、最
近ミリバールでなくヘクトパスカルになりま

した。単位は同じだそうです。1000mbは
1000hPaということです。パスカルは、かの
有名なパスカル（パスカルの原理）のことだ
そうです。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
2005-2006年度地区交換学生 平子　　咲さん
○ビジター
佐世保南RC 圓田　　治君
壱岐RC 山内　賢明君

橋口　栄三様（山内君ゲスト）

○ゲスト
地区交換学生　侍依仁さん（ジェニファー）
長崎国際大学RAC
饌村　恭子さん
闍畑　将吾君
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会 長 挨 拶

地区外からのビジター
壱岐RC  山内　賢明 君
へバナーをお渡し致し
ます。

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 
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幹事　富永　雅弘 君

【9月13日　第2761回例会分】

１．国際ロータリー
W.ウィリアム・ビル・ボイド会長

第98回 RI国際大会のご案内
日程／2007年6月17日～20日
開催場所／米国ユタ州ソルトレイクシティ
登録料／ロータリアン・配偶者

12月1日締め切り　US＄275
3月31日締め切り　US＄315
当日　US＄355

２．地区交換学生　松永　夕加さん
8月報告

３．佐世保地域文化事業財団
理事長　光武　　顕様

アルカスSASEBO情報誌「コンパス」送付
のお知らせ

【9月20日　第2762回例会分】

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　島津　久厚君

米山功労者マルチプル伝達
中島　祥一会長、川冨　正弘君

２．財団法人　佐世保地域文化事業団
理事長　光武　　顕様

歌劇「フィガロの結婚」公演のご鑑賞につ
いて（チケット購入のお願い）
日時／平成18年10月11日貉

18:30～開演　21:30 終演予定
会場／アルカスSASEBO

３．地区大会登録申込書
出欠の確認

４．台北ガーデンクラブ
バナーを地区交換学生ジェニファーさんを
通じて交わしています。

ローターアクトクラブ委員会
委員長　新穂　博文君

長崎国際大学RAC 幹事　饌村　恭子さん
10月1日、長崎国際大学
ローターアクトクラブで
バザーを行いますので、
出展品の提供をよろしく
お願いします。

世界社会奉仕委員会 委員長　田中丸善弥君
○書道受賞報告

皆さん今日は、覚えておられますか？ 昨
年１年間当クラブへメキシコより地区交換学
生として来日滞在していました、マリア・フ
ァロミール・橋本さんのニュースです。
昨日、聖和女子学院 服部校長より、第22

回高円宮杯「日本武道館国際賞」毛筆の部大
展覧会にて優秀賞を受賞され、記念の賞状と
楯を頂きましたとの由、ご報告申しあげます。
因みに、会長は塩川正十郎様となっており
ます。

○台南RCに12名の方々で訪問する事になり
ました。

○ラホヤRC60周年記念式典へ多くの方の参
加をお願いします。
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その他の報告

幹 事 報 告



円田　　昭副会長
米山功労者マルチプル伝達
中島　祥一会長、川冨　正弘君

親睦活動委員会　隈元　勝則君

○今月の誕生祝い

田川　邦男君（9月2日）
米倉洋一郎君（9月6日）
中川内眞三君（9月10日）
山本　　聡君（9月12日）
坂田　慎吾君（9月12日）
金氏嘉一郎君（9月13日）
田中丸善保君（9月19日）
安福鴻之助君（9月22日）
西村正一郎君（9月23日）

出席委員会　山本　　聡君
○永年会員表彰

井手　常博君（23回）
坂田　邦壽君（11回）

○出席100％表彰

西村正一郎君
坂田　慎吾君
小川　　洋君
町　　　孝君

親睦活動委員会　溝口　尚則君

中島　祥一会長、富永　雅弘幹事
福田　金治君、 F田　俊夫君

中村　徳裕君
平子　咲さんの帰国報告に期待して。先日
メキシコ土産を大変おいしく頂きました。

安福鴻之助君、中川内眞三君
山本　　聡君、田川　邦男君
坂田　慎吾君、米倉洋一郎君
誕生祝いありがとうございます。

井手　常博君、坂田　慎吾君
小川　　洋君
永年表彰および出席100％表彰ありがとう

ございます。

『帰国報告』

2005-2006年度地区交換学生

平子　　咲さん

8月1日にメキシコより帰国し、1ヵ月強過
ぎたのですが、まだ日本語の発音がしっくり
しません。
今日は私が見たメキシコについてお話する
のですが､メキシコは日本の国土の約5倍あっ
て、すごく広いので南北あるうち、私が滞在
した北の事についてお話します。
私から見たメキシコ人は、すごく陽気で声
が大きく遊び好きという印象です。
仕事をしている人ももちろんいるのです

が、あまり多くなく、都市によりバラツキが
あります。勉強もする子としない子がいます
が、勉強をしている子でも遊ぶ事を怠らない、
いわば遊ばなければ人生楽しくないという風
潮があります。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 14,000円

累　　計 260,000円

◇

卓　　話

慶　　　祝



メキシコ人から見て、日本人を好む人も多
くいますが、その理由として働き好きで時間
厳守、テキパキしている所と言われました。
日本から比べると治安が良いとはいえませ
んが、友人が行ったブラジルでは、警察官に
夜間、拳銃を突きつけられることもあったそ
うです。メキシコでは些細な罰金の収賄があ
る程度で、交通ルールについてもルーズで、
日常的に飲酒運転が横行しています。しかし
路上での飲酒はすごく取り締まりが厳しいで
す。
生活習慣も日本と違う所が多々あります。

たとえば、トイレは水圧が低い為、紙を流す
事が出来ずにゴミ箱へ入れていました。
学校教育については、日本とまったく同じ
で小学校６年、中学校３年、高等学校３年、
大学４年です。ただ授業料が私立に関しては
すごく高く裕福な人しか行けません。校則も
厳しくなく自由に授業のカリキュラムを選択
したり、またルーズな為、開始時間になって
も先生が来ないことは日常的にありました。
裕福な人達と貧困層との上下階級の差も激
しく、放課後全員で教室やトイレの掃除をす
る事もありませんでした。また日本であれば
リサイクル品の衣料を身につける人もいます
が、メキシコの富裕層の人達はプライドが高
く、絶対にリサイクル品は用いません。衣類
などはアメリカまで買いに行きます。（メキ
シコより安い）
つい最近、メキシコの大統領が変わったの
ですが、アメリカからの企業誘致を進め、雇
用の確保を図っています。統計上では失業率
は高くないのですが、街で物売りしても就労
者とみなす為、実際とはかけ離れた数値が出
ています。

メキシコの都市は古代・中世・近代と文
化・文明を損なうことなく現在に受け継がれ
ており、アスティカとかマヤ文明の遺跡、ま
たスペイン植民地時代の文化的建造物等が近
代の建物と共存併設され、なんともいえない
調和を保っています。特に壁画はすごく綺麗
で歴史を感じます。
メキシコのロータリークラブは会員20名程
で開会も8時なのですが、実際始まるのは9時
を過ぎるくらいルーズな習慣があり、全体に
私語が多く会場はざわついています。
南部に自然の綺麗な観光地も沢山あり、メ
キシコのロータリークラブの方から日本に帰
ったら見せてほしいとDVDを持ち帰ったの
ですが、90分程ある為、ここでお見せ出来な
いのが残念です。
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（今週の担当　松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝


