
②ガバナー事務所よりRI年次大会参加への勧誘
③佐世保中央RCより身障者優良雇用事業所
及び優秀勤労障害者表彰について
④佐世保南RC 川口睦郎会長より来年度の留
学生受け入れについて、市内クラブへのホ
ストファミリー役のお願い。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○佐世保東RC パストガバナー 市瀬久米嘉君

幹事　中村　徳裕君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

ロータリー米山奨学会感謝状
奨学生カウンセラー　森　信正君

２．2008～2009年度ガバナー　鈴木　泰彦君
次年度ロータリー地区委員再任のお願い
米山記念奨学委員　　立石　徳雄君
ロータリー財団委員　玉野　哲雄君

３．第2740地区ガバナー事務所
佐世保市内会長幹事会にて説明がありま
した。
2008年国際ロータリー年次大会参加申し込み
Ａコース：アナハイム滞在
旅行代金308,000円～388,000円
現在10名参加
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会長　大神　邦明君
近頃は春日和の気候となり、過ごしやす

い日々となりました。皆さんも外に出て活
動し健康を維持してください。今から4月初
めまで、人の巣立ちの時期です。進学、就
職など種々様々な思いをいだいて世に出て
いくのでしょう。私たち64歳の人口は230万
人、また今後3～4年で第一線を終えて退職
する人が最も多いとのこと。今年、社会に
出てくる人口がどのくらいで、現在のよう
にGDP2～3％を維持することができるのか
気になります。また、私には4人目の孫が今
日誕生いたしました。来週は夜例会でワイ
ンの卓話があります。
最初の報告は、佐世保市立図書館への寄付
についてです。我が佐世保RC50周年記念事
業として続けているものですが、平成12年に
300万円、その後8年間に毎年20万円ずつ、合
計460万円の寄付を行いました。館長の宮崎
隆夫氏に話を伺ったところ、420万円を使っ
て731冊の書物を購入しています。1冊あたり
5,700円の計算ですが、それには看護や医療
関係、工業関係などの専門分野の本が多く、
通常の予算では購入しづらい高価な本に使っ
ているということでした。
ついで、佐世保市内RC会長幹事会の報告

です。
①佐世保市名誉市民審議会の審議委員に、私
大神が推薦されたこと。

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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明るく、爽やかな林さんを囲み、会員同士
も国際交流について議論の場が持てました。
長崎県立大を無事に卒業され、帰国直前でし
たので歓送会も兼ね、大いに盛り上がりま
した。
当クラブがお世話した沢山の留学生達が

「また、佐世保に来たいです…」と言っても
らえることが、意義ある国際奉仕活動ではな
いかということで今回の委員会報告とさせて
頂きます。

■次年度幹事 木村　公康君
3月12日第3回事前理事会のお知らせ

米倉洋一郎君
第5回「朗遊会ゴルフコンペ」を下記の通

り4月に開催いたしますので、ぜひとも多数
のご参加をお待ちしております。
日　時／平成20年4月12日貍

集合時間 11:30
スタート 11:45

場　所／佐世保カントリー倶楽部
参加費／2,000円

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君
○今月の誕生祝い
田中　信孝君（3日）
納所　佳民君（8日）
中島　祥一君（12日）
曽我　勝宣君（20日）
古原　　進君（21日）
井手　孝邦君（28日）
東　陽三郎君（31日）
増本　一也君（31日）

Ｂコース：アナハイム2泊・ラスベガス2泊
旅行代金338,000円～398,000円
唐津RC10数名

４．筑波大学大学院人文社会学研究科
教授　辻中　　豊様（学長特別補佐）

社会団体調査・NPO調査：協力へのお礼と
追加質問のお願い

■親睦活動委員会 委員長　加納洋二郎君
観桜例会のご案内です。4月9日 18:30より

レオプラザホテルにて開催致します。短縮例
会を行い、その後皆さんで観桜会を楽しみた
いと思います。レオプラザでの開催は初めて
です。皆様こぞってご出席のほどお願いいた
します。

■国際青少年計画委員会
委員長　藤井　　隆君

去る3月7日、国際奉仕委員長の田中丸善弥
会員指導のもと、「国際青少年計画」、「財団
奨学米山」、そして「世界社会奉仕」の三委
員会合同にて留学生に対するクラブの関わり
についての、懇談会を開催いたしました。
当日はパストガバナーの武井洋一会員、米
山記念奨学会委員の立石徳雄会員ご参加の
上、それぞれ貴重なご意見を頂きました。ま
た、米山奨学生　林

リン

欣
キン

儀
ギ

さんにも参加いた
だきました。
林さんには予め簡単なアンケートを書いて
きていただき、その内容に従い話を進めまし
た。留学中のロータリーとの関わりにつきま
しては、カウンセラーの森　信正会員の薦め
もあり、クラブ例会に毎回出席されたこと、
本人も日本人の中に交わるという姿勢をもた
れたことがよかったようです。また、「まだ
日本に留学したい台湾の高校生、大学生がた
くさんおり」是非応援してくださいとの要望
もありました。
最後に、当佐世保ロータリークラブヘの感
謝のお礼と今後のご自身（林さん）の“活躍”
を見守ってくださいとの事でした。しばらく
は高尾（台湾）で仕事されるそうです。
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委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

慶　　　祝
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親睦活動委員会　児玉　孝雄君
佐世保東RC パストガバナー　市瀬久米嘉君
今年はじめてのメークアップです。お世話
になります。

玉井　　晃君
つたない卓話にお付き合いいただくことを
感謝します。

大神　邦明会長、山縣　義道君
有薗　良太君、下田　弥吉君、立石　徳雄君
安福鴻之助君、玉野　哲雄君、井手　常博君
遠田　公夫君（高齢暴走族にエールをおくります）
玉井　晃さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

平尾　幸一君
佐世保中央病院は、県北地域で初めて「地
域医療支援病院」に認定されました。全国で
約160の病院しか認定されていません。その
役割は「かかりつけ医を支援する」と第3次
医療法改正により法律に定められています。
3月17日豺に記者発表を行いますので、是非
テレビ、新聞でご覧ください。これからも地
域に貢献して参りますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。

古原　　進君、井手　孝邦君
増本　一也君、田中　信孝君
納所　佳民君
誕生祝いありがとうございました。

職業分類委員会　委員長　下田　弥吉君
「幕の内弁当から覗く日本の食事情」
今や我が国の食料自給率は40％
を切ったといわれております。
さて、我々がよく食べている幕
の内弁当の中身を覗いてみましょ
う。まず、ご飯、これは国産、そ
の上にのっている梅干しはおそらく中国で生
産されたものです。それから筑前煮のサトイ
モ、レンコン、ニンジン、トリ肉、しいたけ、
その他もろもろ、これも中国産、焼き魚の鯖
はノルウェーで獲れて中国で加工されたもの、
鶏のから揚げは中国かタイで加工されたもの。
こうしてみると幕の内弁当の国産はご飯だけ
だということになります。誠に幕の内弁当は
日本の食糧事情の縮図ともいえます。
一般に惣菜店、あるいはスーパーの弁当の
売価は500円前後、最近は398円が当たり前に
なってきています。あるいは病院給食、老人
ホーム、学校給食の1食あたりの食材原価は
200円前後です。とても国産品だけでの材料
供給は全く不可能です。
最近、残留農薬問題で中国産の冷凍食品な
どがその品質について大いに不信感をもたれ
ています。
しかし、最近の中国の食品工場は徹底した
衛生管理がなされており、品質も大変良くな
り、日本製造品と遜色は全く無いというのも
事実です。
今回の農薬混入事態が大きく広がったとい
うことも事実ですから、原因を徹底追及して、
今後このような事を絶対に起こさないように
する仕組み作りが急がれます。
より徹底した品質管理、製造管理をやって
1日も早く中国生産の食品の安心感を高め、
信頼を取り戻すことが日中両国の喫緊の課題
であるでしょう。

井手　孝邦君
「螢の光」合唱

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 18,000円

累　　計 668,000円

◇

ロータリー3分間情報

歌 の 時 間
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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

『ハンドル握って、アメリカ旅行
― 19日間レンタカー旅行―』

会員　玉井　　晃君

卓話に先立ち、先月2月19日に
イージス艦「あたご」が漁船と衝突、未だに
2名の方々が見つからないこの事故に関し、
私は海上自衛隊のOBとして、「おい、海上防
衛は本当に大丈夫か」との暗黙のご叱責をこ
のところ肌身に感じております。
10年前に退官し、そのような立場ではない
ことを重々承知の上で、僭越ではありますが、
まずはお詫び申しあげます。

実はアメリカのドライブ旅行は30年前の
1978年に東海岸から西海岸まで家族旅行して
から2回目でした。その時はアメリカで最も
小さな州である留学先のロードアイランド州
からこの地図に赤線で示したルートを10日間
でサンディゴまで走りました。
小さな子供二人連れの忙しいドライブでし
たが、ナイアガラの滝からカナダを少し体験
ドライブし、グランドキャニオンからロス経
由サンディゴまでの旅で、その時のそれなり
に楽しかった思い出から、今回は逆ルートで
国立公園巡りを計画しました。
アメリカの3大国立公園の内、未だ見てい

ないヨセミテとイエローストーンをどうして
も組み入れ、今ひとつ、映画「北北西に進路
を取れ」で有名になった4人の大統領の顔を
彫りこんだ公園を見てみたいと思ってルート
を決めました。

旅行計画と実施上の教訓等を少しご説明致
します。
1日200マイル走りました。半日走行、半日
観光。時期の選定：高地でも雪が積もらない
9月を選びました。気温差：4度から45度まで
の気温差を経験しました。

まずは、アメリカの国立公園の概要です。
お手元の地図は、地球の歩き方からの抜粋
です。黒いラインが今回の旅行ルートで、ピ
ンクで塗りつぶしているところが見学した公
園です。
主な国立公園は、次の4ヵ所に集約されます。
①西海岸一帯のヨセミテ、デスバレー等9つ
の公園群地帯。

②次にグランドキャニオンを中心とした11ヵ
所の公園群。
③イエローストーンを中心とした4つのロッ
キー山脈公園群

④そしてマウントラッシュモアー等を中心と
した6つの公園群。今回はそれらの内、州
立公園を含めて16ヵ所を見て回りました。

スライドショウで説明。（15分）

一つの公園を半日程度の印象でお話しする
ことは、群盲象を撫でるの挙であることを承
知しつつ、勝手な体験記をご紹介させていた
だきました。

＊次回例会予告＊

卓話　　鶴田酒類販売㈱
代表取締役社長　鶴田　淳一 様

卓　　話


