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１．国際ロータリー
ｒｏｔａｒｉａｎ誌　10月号

２．RI日本事務局 奉仕室　大木　光男様
2007年規定審議会で標準クラブ定款第9条

出席（旧第8条）の第5節　出席の記録が改正
されました。

３．第2740地区ガバナー 野口　　清君
第2560地区ガバナー 渡辺　敏彦君
中越沖地震の義捐金のお礼

４．第2740地区ガバナー 野口　　清君
R財団委員長 森永　　太君
ロータリー財団地区補助金決定のお知らせ
プロジェクト：佐世保学園読書感想発表会

開催
補助金支給額：155,100円
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会長　大神　邦明君
彼岸以来、だいぶ涼しくなり、
天候に恵まれてきています。台
風も雨を降らせてくれるようで
す。最近、台風は日本近海で発
生するようになったそうです。
海水温の上昇が原因といわれています。
今年の夏は特に暑かったのですが、私も無
理してゴルフに行きましたら、体重が2㎏も
減りました。水ぶくれになっていたというこ
とだろうと思いますので、かえってありがた
いことです。
その中でも、我がクラブの円田三郎さんが
佐世保CCのスーパーグランドシニア選手権
で優勝されたという事で、素晴らしいことだ
と思います。
次にひとつお願いがあります。地区大会へ
の出席の件です。地区大会の登録用紙が配ら
れると思いますので、皆様登録をよろしくお
願いします。メインとなりますのが、11月17
日貍です。18日豸もありますので、多数の参
加をお願いします。

会　長　挨　拶
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５．地区大会実行委員長 指山　弘養君
記念ゴルフ部会長 百武　靖之君
記念ゴルフ大会　参加者動員について（お
願い）
開催日／10月27日貍
場　所／大和不動カントリー倶楽部

６．海上自衛隊佐世保地方総監 赤星　慶治様
自衛隊記念日のご案内
日時／平成19年11月1日貅

記念式典16:40～
祝賀会　17:30～19:00

場所／平瀬武道場及び平瀬体育館

７．長崎県障害者福祉事業団　つくも苑
機関紙「展海」

遠田　公夫君
去る9月22日、家内が急逝致し
ました。夫婦はいずれ別れるの
が定めとはいえ、あまりにも早
過ぎ、あまりにも突然の出来事
で茫然自失としております。し
かしながら、多くのロータリアンの皆様に支
えて頂き、何とか復活しつつあります。特に
親睦委員会の皆様には、通夜、告別式にて受
付等ご協力頂き、大変ありがたく思いました。
些少でございますが、お礼のしるしにこちら
をお受け取りください。
来年の会長を夫婦で頑張りたかったのです
が、一人になりましたので、より一層のご支
援をお願い致し、お礼とします。
尚、東京にいる娘が父親が心配で戻って来
ることになりましたので、ご安心ください。

クラブ奉仕委員長　米倉洋一郎 君
○今月の誕生祝い

松尾　弘司君（8日）
平尾　幸一君（9日）

池田　敏昭君（10日）
森　　信正君（18日）
飯田　満治君（18日）
安井　　浩君（29日）
原口　増穂君（30日）

親睦活動委員会　木村　公康君

佐世保南RC 圓田　　治君
佐世保CC競技委員長として、円田三郎さ

んのスーパーグランドシニアチャンピオン獲得
をお祝いします。また、福田金治さんのシニ
ア予選通過おめでとうございます。お疲れさ
までした。

円田　三郎君
念願でした、76歳以上が参加する佐世保

CCスーパーグランドシニアチャンピオンシ
ップを取ることが出来ました。これからも元
気にゴルフ、ロータリーを頑張りたいと思い
ます。

大神　邦明会長、曽我　勝宣君
有薗　良太君、中島　祥一君
松尾　文隆君、藤井　　隆君
木村　公康君、遠田　公夫君
米倉洋一郎君、三浦桂一郎君
芹野　隆英君、井上　斉爾君
梅村　良輔君、古賀　　巖君
中川内眞三君、小川　　洋君
円田　　昭君、西村正一郎君
玉野　哲雄君、F口　純一君
石井　正剛君、松尾　慶一君
円田三郎さんの佐世保CCでの本年度スー

パーグランドシニア選手権優勝おめでとうご
ざいます。一般（1972）、シニア（1989）、グ
ランドシニア（2000、2001）、スーパーグラ
ンドシニア（2007）のグランドスラム（四冠
王）おめでとうございます。これからも若い
人の目標であってください。
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ニコニコボックス

会葬のお礼

慶　　　祝
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福田　金治君
9月30日に行われました佐世保CCシニア選
手権で予選を通りましたので。

米倉洋一郎君
福田金治さんの佐世保CCシニア選手権ク

オリハイ（予選通過）おめでとうございます。
36ホール×2日、お疲れさまでした。

田川　邦男君
結婚記念月のお祝いありがとうございまし
た。本日は知人の葬儀が12時開式のため、早
退をお許しください。

森　　信正君、安井　　浩君
平尾　幸一君、原口　増穂君
誕生祝いありがとうございます。

文献記録委員会　委員長　玉野　哲雄君
去る9月2日に武雄センチュリ

ーホテルにおきまして、ロータ
リー財団地区委員会が開催され
ました。議題はロータリー財団
地区補助金プログラム申請書、
審査の件でありました。
地区補助金につきましては、皆様ご存知の
様に、3年前（2004～05年度）の財団年次寄
付額の50％の20％を上限として支給されま
す。
当地区で使用できる2006～07年度の地区補
助金は、21,727ドル、約250万円に決定しま
した。
これは地域社会の為の人道的プロジェクト
を支援する為のものです。

〈地区補助金の支給基準〉

Ａ．地域社会のニーズを査定し、プロジェク
トの計画をたてる。
Ｂ．資金の支出を管理する為、少なくとも2
名のロータリアンを含む委員会を設置す
る。
Ｃ．補助資金を監視する。
Ｄ．プロジェクトの実施に参加する。
Ｅ．地域社会の参加と所有権を証明する。
Ｆ．地元の奉仕活動提供者・地元自治体役員
および（又は）受益者との会合を手配する。
Ｇ．地元報道機関を通じてプロジェクトを広
報する。
※以上を実行するロータリアンの直接関与が
必要です。

〈資金の配分〉

地区で大きなプロジェクトを1つ計画して
全部使っても良いし、又、各クラブから企画
を提出してもらい、ベスト5やベスト10を決
めて、使うこともできます。
又、現在の様に申請のあったクラブ全てに、
3年前の年次寄付額に応じて配分して使うこ
とも出来ます。
今年度は、地区内57RC中、申請のあった

17RCについて、地区補助金としてふさわし
いプロジェクトの例にしたがって審査いたし
ました。
その結果2RCからの申請が、不適格なプ

ロジェクトだということで却下されました。
減額はされましたが、15RCからの申請が受
け付けられました。
地区補助金としてふさわしいプロジェクト
の例をいくつかあげますと、プロジェクトの
内容として植樹をした場合、ロータリアンが
自ら植樹すればふさわしいプロジェクトであ
るが、市役所や他団体に現金を寄贈して植樹
を請け負ってもらう場合は、不適格なプロジ
ェクトである。
車椅子の寄贈をした場合、病院、養護ホー
ムなど不特定多数の人が利用できるような施
設への寄贈は良いが、近所の足の悪い人など、
特定の人へ贈る場合は不可。

ニコニコボックス 本日合計 31,000円

累　　計 315,000円

◇

ロータリー3分間情報
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お祭りや行事への協賛については、お祭り
や行事の一部がロータリーの主催であれば良
いが、他団体の主催するものは不可。
スポーツ大会への参加は、優勝旗、賞状、

グランドの使用料、ユニフォームなどは適切
であるが、優勝の賞金は不可。ロータリアン
が審判や会場の誘導などに参加しなければ不
可。
ゴミ拾いをする場合も、ゴミを拾うための
ビニール袋などは適切、掃除道具を購入し、
公共施設に贈呈するのは可、ゴミ拾いの協力
者に謝礼等を提供するのは不可。
ネームプレートや標識の場合も、危険な道
路の交通標識のようなものであれば可、史跡
の標識は不可。
これらの地区補助金を使った場合、2ヵ月

以内に最終報告書を提出しなければなりませ
ん。ロータリアンが、そのプロジェクトにど
れだけ参加したか、お金を出した以外に、汗
を流した活動報告書を書いてくださいとの事
です。
最後ですが、佐世保ロータリークラブが申
請した佐世保学園の「読書感想発表会」での
表彰状及び記念品（ボールペン）の贈呈額
155,100円が認められました。
今後の申請方法として、プロジェクトの総
予算額と補助金申請額が同一金額にならない
ように、自分たちのお金も出すようにと金額
の訂正をさせられました。
以上です。

井手　孝邦君

「埴生の宿」合唱

『私と台湾の紹介』

米山奨学生　林
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キン

儀
ギ

さん

みなさま、こんにちは。
私は卓話をすることに決めた時、何を卓話
にするのかずっと悩んで定着することができ
なかった。でも、9月5日、台湾に行った松永
さんの卓話を聞いて、たくさんヒントを頂い
た。台湾人の私に対して他国の人から台湾の
イメージやどんな国ですか、台湾についてい
い点と悪い点など、何でも聞かれます。そし
て松永さんは、多くの人たちが台湾について、
全く分からなかったという。だから、台湾に
ついて皆様に知らせたいと思い、今日のテー
マに決めました。

佐世保ロータリークラブに通い始めてから
すでに4ヵ月になりました。はじめて佐世保
ロータリークラブに来た日は6月6日でした。
その前に例会ってどんな感じのものなのか、
一切知りませんでした。たぶん、授業みたい
な感じだろうなぁと思ってすごく気軽にきま
した。ですが、この会場に入ってきたらびっ
くりしました。こんなたくさんの人がいまし
た。しかも私をみんなに紹介するので、前で
しゃべらないといけない。その時、緊張しす
ぎたこともあり、前に準備できないので、あ
まり言葉が出なかった。家に帰ったらすごく
悔しかった。もうちょっときちんと喋られた
らよかったなぁと思っておりました。そして、
8月頃、私の卓話するクラブが決められた。
それは佐賀の神埼ロータリークラブでした。
9月になってカウンセラーさんから「自分の
クラブでも卓話をしたらどうですか」って聞
かれ、私は「はい」って答えた。やっと前の
悔しさをクリアできると思いました。そして、
今日もちゃんと話をできたらいいなぁと思っ
ております。

歌 の 時 間

卓　　話
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〔自己紹介〕

私は1981年に台湾の高雄に生まれました。
2003年の4月から日本に来て、その時、大阪
にある関西国際学友会で日本語の勉強を経
て、私は流通を勉強したいから先生と相談を
して、先生は「流通を勉強したかったら、長
崎県立大学の流通学科がすごく有名なのよ」
って勧められ、受験して合格できたのでやっ
てまいりました。そして今、すでに4年生に
なりました。

〔台湾の情報〕

次は本題に入ります。台湾について紹介し
ようと思っております。台湾の面積は約
35,980裄と九州程度（日本の約10分の1）の
大きさである。

〔台湾の季節と気候〕

台湾はほぼ中央部を北回帰線が通ってお
り、北部が亜熱帯、南が熱帯に属している。
そのため、北部は夏季を除けば比較的気温が
低いのに対し、南部は冬季を除けば気温が30
度を超えることが多くなっている。
台風の襲来が多く、毎年平均3～4個の台風
に襲われている。台風で給水の大きな部分を
賄っているが、同時に損壊、洪水、土砂流な
どの災害も発生している。また、台風以外に
も夏季には台湾語「サイパッホー」（普通は
西北雨と表記、正しいのは夕暴雨）と呼ばれ
る猛烈な夕立が多い。

〔台湾の住民〕

台湾地域の住民は、漢民族と原住民に大別
される。原住民は平地に住んで漢民族と同化
が進んだ「平埔族」と高地や離れ島に住む
「高山族」9民族に分かれる。台湾の漢民族
は、戦前から台湾に居住している本省人と、
国共内戦で敗れた蒋介石率いる国民党軍と共
に台湾に移住した外省人に分かれる。本省人
が台湾で85％を占めており、本省人は福建
（ 南）系と客家系に分かれる。外省人13％、
原住民2％である。

〔台湾の見所〕

美しい自然と生態を守るために6つの国家
指定公園と11の国家指定の風景地域が設置さ
れ、そこに台湾で最も美しい自然と景勝地が
集中しています。タロコの切り立った険しい
高山峡谷を探訪し、世界三大登山鉄道のトロ
ッコに乗って山間を抜け、阿里山日出や雲海
を見たり、東北アジアの最高峰玉山を登山し、
その雄大な山並みや四季の変化を眺望した
り、「アジアのハワイ」と呼ばれる南台湾の
墾丁では、海辺でのバカンスが楽しめます。
日月潭は山間に輝く真珠のようであり、湖と
山が絶妙にとけあっています。花東海岸と縦
谷は、東台湾の最も純粋な自然を残し、離島
の金門と澎湖は豊かな地方色や文化的な史跡
を残し、独特の風情を見せてくれます。台湾
はさまざまな魅力にあふれているのです。

〔台湾の言葉〕

台湾の言葉ですが、台湾語、中国語、客家
語、先住民族語など使われている。台湾では、
国語といわれる北京語と台湾語が使われてい
る（法律で定まった公用語はない）。

〔台北の夜景〕

台湾最大の都市は、北部盆地に位置する台
北市であり、1949年以降は中華民国の首都機
能を果たしている。

〔台湾の主要都市〕

地方の主要都市としては、台北市の東北部
に港湾都市である基隆市が、台湾島南西部に
工業・港湾都市である高雄市がそれぞれあ
り、両都市の間に新竹市、台中市、嘉義市、
台南市などの主要都市が集中している。

〔日本と台湾の経済関係〕

台湾は日本と歴史的に関係が深く、地理的
にも日本に近い親日派も多いことから、貿易
関係などの経済的交流は強い。そのために、
台北の台北国際金融センタービルは、日本の
熊谷組を中心とした共同企業体（ＪＶ)が施
工している他、日本の新幹線の信号・車両技
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＊次回例会予告＊

卓話　ハウステンボス㈱代表取締役会長
竹内　大介様
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（今週の担当　黒木　政純）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

術を導入した台湾高速鉄道（台湾新幹線）も
台北～高雄間に運行中である。また、ウナギ
の養殖をはじめ、食料品の対日輸出も多い。
技術力、工業生産力を利用し、世界市場で優
位に立てる製品を開発提供する事によって、
外貨を獲得する加工貿易が基本である。そし
て、台湾では有能な人ほど起業を志し、それ
が経済に活力と柔軟性を与えている。

〔台湾の食文化〕

文化の面では、福建省や客家、中国各地の
出身者、原住民など異なる民族からなり、多
くの文化を合わせ持っています。宗教、建築、
言語、民族習慣、食生活などでも融合してい
るのです。特に「食」は代表的なもので、台
湾料理、客家料理、湖南料理、四川料理、日
本料理、韓国料理、台湾の軽食、地方料理な
ど実に多様で、「グルメ王国」台湾として世
界的に有名です。

〔台湾新幹線の構内〕

台北市から高雄市までの345kmを最高速度
300km/h、ノンストップで所要時間90分で結
ぶ計画である。同区間は、最速の在来線特急
自強号で所要時間3時間59分を要していた。
総事業費は4,806億台湾ドル（約1兆8千億円）。
日本として新幹線の車両技術を輸出・現地導
入した初めての事例である。

〔台南ロータリークラブの例会風景〕

佐世保と台南ロータリークラブの違ったと
ころは、台南ロータリークラブは例会を始め、
歌を歌ったあと、約40分間で食事をする。食
事をしてからクラブの報告を始めます。皆様
も歌うけど、歌が違います。


