
の賞賛の内容で紹介がありました。

４．野口　清ガバナーからの報告事項として
蠢．地区大会の実施については、コンセプ
トはお祭りにしよう。双方向の大会に理
解を（相互に話をしてください）。
蠡．ロータリー財団との摩擦について

前期での地区補助金をハウステンボス
RCがハウステンボス敷地内への植樹活動
への補助を申請していたが、その敷地は公
共性が薄い為に下りなかったとの事です。
蠱．2740地区係数について（9月30日現在）
藺会員の増減　31名増
藺寄付者数／ロータリー財団　15名

米山記念奨学会　15名
藺財団のゴタゴタは落ち着いてきた故に、
財団への寄付は自由にしてください。

５．中山義之RI会長代理からの国際ロータリー
現況報告
自分がガバナーになる時、佐古亮尊さ

んのガバナーの虎の巻を読んで勉強した
との事です。
RIウィルキンソン会長は、多様性に満

ちた120万人のロータリアンに共通するも
のは「分かち合いの心」である。日本人
のロータリアンは現在97,530名で、前回よ
り2,618名減少している。又、世界での割
合は8.1％であるが、以前は10％を占めて
いた。この地区は31名増でとても良かっ
た。女性会員は世界で17万人であり、
14％となっている。又、R Iの理事にも参
入されている。しかし、2740地区は2.7％
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会長　大神　邦明君
地区大会報告
本会議出席は延27名、インターアクト1名
米山奨学生1名

１．今回の地区大会は、今まで行われてきた
大会とは違って独特なスタイルで行われま
した。４大奉仕部門の委員会での専門部会
もありませんでした。故に大委員長さんの
報告は無く、3日間通った私と幹事と副幹事
の報告となります。

２．10月11日 記念植樹、10月27日 記念懇親ゴ
ルフ大会がありましたが、当クラブからは
参加できませんでした。
大会前日の11月16日貊 RI会長代理歓迎晩

餐会が、ホテルニューオータニ佐賀にて行
われました。会長と幹事の2名で参加致しま
した。RI会長代理で来られた方は中山義之、
露子ご夫妻です。出身は2590地区横浜南RC
で、お医者様で大学教授でいらっしゃいま
す。80歳になられる方ですが、とてもお元
気でカクシャクとした方でした。

３．11月17日、会長、幹事会が10:00より開催
されました。
主な内容は、ガバナー補佐より各クラブ

の特色ある事項の報告があり、我がクラブ
については第5グループ補佐の岩崎邦臣さん
から他クラブの見本となるクラブであると

会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

会　長蘆大神　邦明　　　幹　事蘆中村　徳裕 
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による非常にコンパクトにまとめられた「地
区現況報告」、エネルギッシュな古川　康 佐賀
県知事による「来賓祝辞」、そして中山義之RI
会長代理による心あたたまるスピーチでの
「RI会長メッセージ」など、すべてのプログラ
ムがつつがなくとり行われました。
佐賀の地まで、お集まりいただいた会員の

皆様に心より感謝申しあげます。

副幹事　有薗　良太君
地区大会に出席して（2日目）
本会議2日目は、各委員会の報告及び決議採

択の後に、次期地区大会開催地が発表され、
佐世保南RCの川口会長以下多数のメンバーが、
次年度大会のPRをされました。また、当クラ
ブの米山奨学生 林欣儀さん、インターアクト
クラブ 佐竹会長が出席し、新世代の集い及び
新世代懇親会に参加し、研鑽を積みました。

１．佐世保南ロータリークラブ
会長　川口　睦郎君

創立50周年記念事業実行委員会
委員長　松尾　恒己君

創立50周年記念式典ご案内
日時／平成20年1月12日貍

式典18:00～　祝賀会19:00～
場所／ハウステンボスホテルヨーロツパ

レンブラントホール
（会長、幹事へご案内）

２．東日観光株式会社　ロータリー室
ロサンゼルス大会参加旅行募集案内送付の
ご案内
国際ロータリー年次大会　6月15日～

■親睦活動委員会 委員長　加納洋二郎君
去る11月14日、アイトワにて開催されまし

た新会員研修会並びに懇親会へのご参加誠に
ありがとうございました。おかげさまで佐世
保RCらしい新旧の会員の交流が出来たのでは
ないかと思います。皆様のご協力に感謝申し
あげます。
さて、12月は親睦活動委員会のメインイベ

であり、もっと女性を受け入れてほしい。
会員増強の為に、規定審議会で色々な

規定が緩和されている。クラブとしても
勉強・努力して増員に努めてほしい。
R Iの財政は今期収入は7,910万ドル（87

億）で、今期は680万ドルの黒字だが2008
年、09年では赤字となる。だから人頭分
担金を年に1ドルずつ毎年上げている。
日本のロータリークラブは、戦前、軍か

らの圧力で中断した。だから、名を変え
て継続し、長崎RCは木曜会として行って
いた等、他での苦労話で終わられました。
会長、幹事会では以上でございます。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
米山奨学生　辜

コ

筱
ショウ

筑
チク

さん
○ビジター
佐世保北RC 深町　　等君
○ゲスト
米山奨学生　林

リン

欣
キン

儀
ギ

さん

幹事　中村　徳裕君
地区大会に出席して（1日目）
『目玉企画!!』
今回の地区大会では、まず、目玉企画とし

て「みんなで公式訪問」のプログラムが、約1
時間かけて行われました。地区内すべてのク
ラブにスポットをあて、各会長が30秒の持ち
時間でクラブPRスピーチをステージ上で行い、
その間、各クラブの会員が揃って起立して、
アピールするというやり方です。
スピーチは全57クラブが、設立の新しいク

ラブから順番で紹介されるという進め方で、
佐世保ロータリークラブは最後から2番目とい
う栄誉ある“トリマエ”という位置でした。
大神会長が、約1時間の待ち時間の後でステ

ージ上に登場されると、約20名の参加会員が、
会場右前列に一斉に揃って起立して佐世保ク
ラブの存在をアピールし、大神会長の力強い
スピーチで、100％出席を続ける伝統あるクラ
ブという紹介を行いました。
そのあと、本会議では、野口　清ガバナー
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委 員 会 報 告

幹 事 報 告

例 会 記 録



ントでもあります忘年家族会が開催されます。
日時は12月15日貍 18:30 玉屋にて開催です。
新会員研修で鍛えられた新会員が皆様をお迎
え致します。尚、例年通りご家族での参加大
歓迎です。楽しい一時を演出したいと思いま
す。こぞってご参加の程、お願い申しあげま
す。案内は間もなく皆様に届きます。よろし
くお願い致します。

■ローターアクト委員会
委員長　福田　金治君

長崎国際大学RAC12月例会日のお知らせ
〔日時〕平成19年12月3日豺　 12:20～13:00
〔日時〕平成19年12月17日豺　12:20～13:00
〔場所〕長崎国際大学1201号室
〔登録料〕不要（昼食無）
〔メークアップ〕ロータリークラブ欠席のメーク

アップになります。

長崎国際大学RAC公式訪問のお知らせ
〔日時〕平成19年11月23日貊　9:00～11:30
〔場所〕長崎国際大学2101号室

出席委員会　武田喜一郎君
○永年会員表彰
佐々木秀也君（34年）
東　陽三郎君（20年）
曽我　勝宣君（24年）
井上　斉爾君（24年）

○出席100％表彰
富永　雅弘君（10回）
藤井　　隆君（8回）
闍口　純一君（2回）

親睦活動委員会　出田　研吾君

佐世保北RC 深町　　等君
佐世保北RCで米山のカウンセラーをしてい

ます深町です。本日は北クラブでお世話して
いる辜

コ

さんを卓話に呼んで頂きありがとうご
ざいます。私も当クラブに初めてお世話にな
りました。二人共々宜しくお願いします。

大神　邦明会長、森　　信正君
福田　金治君
北RC米山カウンセラー深町さんと奨学生

辜
コ

筱
ショウ

筑
チク

さんの卓訪来訪に感謝して。

安部　直樹君
長崎国際大学生（米山奨学生）の辜

コ

さんを卓
話によんでいただきありがとうございます。
本日、用事があり欠席しますが、よろしくお
願いします。

佐々木秀也君
5回連続例会を欠席、お詫びしてニコニコし

ます。

山縣　義道君
先週の新会員研修会では、講師を務めまし

たが、新会員の皆様のロータリーに対する理
解を深められたのではなく、誤解を与えたの
ではないかと反省しています。

武田喜一郎君
新人歓迎会ありがとうございました。今後

とも修業致します。

佐保　　榮君、富永　雅弘君、藤井　　隆君
F口　純一君、山下　　登君、佐々木秀也君
出席100％表彰および永年会員表彰ありがと

うございます。

ロータリー情報委員会 委員長 F田　俊夫君

「四つのテストの日本語訳」
皆さんが、毎月1回歌っていら

っしゃる「四つのテスト」はシカ
ゴのロータリアン、ハーバ一トJ･
テ一ラ一氏が、1932年に倒産寸前
の会社を再建する際、モラル向上の方法とし
て草案したものです。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 16,000円

累　　計 436,000円

◇

慶　　　祝

ロータリー3分間情報



＊次回例会予告＊

卓話　赤煉瓦探偵団 代表
朝長コンサルティングオフィス代表

朝長　憲法
かずのり

様

「日本一の赤煉瓦のまち佐世保」
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（今週の担当　金氏嘉一郎）

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

1942年、ハーバ一トJ･テーラー氏は「四つの
テスト」を使用する権利をR Iに与え、1954年
彼がRI会長に就任した時、この著作権をRIに
譲りました。
現在の四つのテストの日本語訳は、日本の

ロータリー創立50年までは、各地区で色々と
訳されていたそうですが創立50年を機として、
統一した訳にしようということで、各地区の
会員より色々な訳を公募して、現在の①真実
かどうか ②みんなに公平か ③好意と友情を深
めるか ④みんなのためになるかどうか、にな
りました。

紹介者　佐世保北RC 深町　等君

辜
コ

筱
ショウ

筑
チク

〔母国〕台湾南投県
現在、長崎国際大学 人間社会学
部国際観光学科大学院1年生
2003年　真理大学卒
2004年～2006年　ＪＥＴ日本語
〔抱負〕大学院修了後は、台湾に帰って観光産
業、特にホテルやレストランでの仕事に従事
したいと考えています。台湾を訪れる、日本
人観光客に心のこもった「おもてなし」がで
きるように、微力ながら貢献したいと考えて
います。

大家午安。皆さんこんにちは、
台湾語で皆にあいさつしました。
いかがですか。辜筱筑と申します。
日本に来て3年目です。
今日は台湾のことを紹介させていただきた

いです。テーマは、おもしろい日台文化違い、
台湾の庶民飲食の紹介、筱筑の地元南投

なんとう

の紹
介と3つに分けます。
筱筑が日本に来てから、感じたことを紹介

したいです。まず、おもしろい日台文化違い
は食文化編、交通編、生活編などがあります。

次は台湾の庶民飲食の紹介では、
１．麺類：大腸麺線（ダーチャンミェンシェ
ン）、牛肉麺（ニウロウミェン）

２．飯類：魯肉飯（ルーローファン）
３．スープ類：貢丸湯（ゴンワンタン）、冬筍
湯（トンスンタン）

４．屋台料理:臭豆腐（チョウドウフ）
５．台湾素食（精進料理）：素焼そば
６．デザート： （バオピン）、豆花（トウフ
ァー）

などを皆さんに紹介したいと思います。
最後に、筱筑の地元～南投県では、観光と

農林業は南投経済の中核し、山地は全県面積
の83％を占めます。県内の主要17ヵ所観光地
としては、台湾最高峰の玉山（ユイシャン）
（3952m）、日月潭、南投埔里酒廠、渓頭森林遊
楽区などがよく知られています。
南投県の名物：さつまいも、ウーロン茶、

筍、梅、紹興酒、ビーフンであります。
ところで、渓頭森林遊楽区の郷土料理は竹

筍料理（角肉と桂筍煮込み･緑筍サラダ･孟宗筍
の冬筍鍋･竹筒飯など）と山菜（高原キャベツ･
山蕨･渓頭山芹など）であり、虹鱒、山鶏など
現地の食材を使うので観光客には評判が良い
です。

卓　　話


