
会長　梅村　良輔さん

空が明るくなる午前6時頃か
ら、漆黒長年の土の中から抜け
出して、あくまでも今日も燦々
と照るであろう太陽に向かって
精一杯の蝉時雨は当に夏本番であります。
アメリカでは酷暑、西アフリカでは大洪水
とエルニーニョ現象とやらの中、8月を迎え
ました。我が日本も先月末、新潟・福島両県
を襲った豪雨。自然の猛威に今更ながら恐怖
すら覚えるこの頃です。

本日の理事会の報告をいたします。
①役員交代式並びに記念懇親会決算について
②観月例会（案）について
2011年9月14日貉　18:30～
富士国際ホテルにて
③「佐世保ロータリークラブ第3000回記念例
会」について
サブタイトル「60年の歴史と共に」。組織は
今年度の各委員会で運営していただき、ア
ドバイザーを中島祥一さんと池田　豊さん
にお願いいたすことに決定。
④弔慰規定一部改正の件
蘯会員の兄弟・配偶者ご両親のお知らせは、
会員ご本人の意向を確認して対応する…
こととなりました。

⑤会員大神邦明さんの出席規定の免除申請
受理の件
⑥8月と9月例会プログラムの件
8月10日…山本浩平 第5グループガバナー

補佐訪問例会でクラブ協議会
8月17日…岩永信昭ガバナー公式訪問例会
⑦名誉会員交代による推戴の件
米国海軍佐世保基地司令官FRANCI
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K 大佐へ。8月18日推戴状持参予定。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
長崎短期大学 教授
小嶋　栄子様
○ゲスト
長崎国際大学RAC
幹事　山口モナミさん

松尾　早貴さん
三木　琢磨さん

劉
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さん（香港出身）
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区ガバナー事務所

地区ホームページ更新のお知らせ
7月27日、8月1日です。

２．島原ローターアクトクラブ
会長　高原めぐみさん

第29回年次大会実行委員長
古瀬　真弓さん

第29回年次大会のお礼（6月4日・5日開催）
が届きました。

３．佐世保東ロータリークラブ

「クラブ現況と活動計画書・前年度活動報
告書」が届きました。

４．海上自衛隊佐世保地方総監部

機関紙「西海」が届きました。

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん

今回、新体制で長富さんが委
員長、私が副委員長になりまし
たので一言あいさつさせていた
だきます。

○ローターアクトのメンバー紹介
○来週8月11日貅に東京海上日動にて例会

ローターアクトの新メンバーとの交流を深
めるため、8月11日のローターアクトの例会に
多くのロータリアンの方々に出席していただ
きたく思いますので、よろしくお願いします。

納所　佳民さん

松尾　文隆さん

「朗遊会」開催のご案内

2011-2012年度の第1回 朗遊会を下記の通
り開催致します。皆様こぞってのご参加、よ
ろしくお願い致します。
日時／平成23年8月27日貍

集合11:15 スタート11:45
場所／佐世保カントリー倶楽部 石盛岳コース

TEL 0956-49-5654
参加費／2,000円

長崎国際大学RAC 幹事　山口モナミさん

皆様こんにちは、長崎国際大学RAC幹事
の山口です。会長の福田や本日来られませ
んでしたメンバーは、試験のため欠席して
おります。
ローターアクトは今期に入ってから5ヵ月

たちますが、会員が10名増えました。本日は
3名の新入会員を連れてご挨拶に参りました。
また、来週例会がございますので案内をさ
せていただきます。8月11日貅 16:00点鐘で、
場所は東京海上日動5F会議室で行います。
卓話は専門知識委員会より「残暑見舞いを書
こう」というテーマで、残暑見舞いの書き方
を学びます。例会後は、17:30～ 天津包子舘
で懇親会がございますので、ぜひお越しく
ださい。
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その他の報告



〔2011年度の留学生の構成〕

蘆英語科正規留学生（2年間）
1年生…30名（中国、韓国、ミャンマー）
2年生…34名（中国、韓国、ミャンマー）
蘆英語科交換留学生
1年生…2名（釜山女子大学・韓国観光大学）
2年生…1名（中国廈門大学）

２．みんな希望に燃えて勉強をしています

〔留学生1年生のための科目〕

蘆日本語A～E（初級・中級・上級）
蘆日本語表現法AB（初級・中級・上級）
蘆日本事情（初級・中級・上級）
蘆日本文化論（初級・中級・上級）
蘆茶道文化
蘆教養ゼミ（前期：日本人と一緒）
蘆実践スポーツ（男女別）
蘆ワープロＩ
蘆インターシップ指導、ビジネスマナー

作文も少しずつ上達…？
『ついのうちに、日本に来た3ヵ月になりま
した。日本と自分の国はたくさんの方面が異
なる感じています。
日本で、街をぶらぶらして時、ほとんどの
日本人が化粧することがあります。お年寄り
でも化粧があります。私は聞いたことがある。
日本で、化粧するのは礼儀です。だから、私
は今作り方を学んでいます…』（原文のまま）
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親睦活動委員会　久富　洋一さん

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事

芹野　隆英副幹事、才木　邦夫さん

長崎短期大学教授の小嶋栄子様の卓話にご
期待致します。

溝口　尚則さん

7月の結婚記念日のお祝いありがとうござ
いました。

『留学生たちとの日々』
日本語教育担当及び
クラスアドバイザーとして

長崎短期大学
教授　小嶋　栄子様

1．本短期大学の英語科には…

約10年ほど前から中国、韓国、ミャンマー、
そしてかつてはフランス、スペインからもた
くさんの留学生が来ています。

ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 5,000円

累　　計 126,000円

◇
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（今週の担当：大野　高広）
（カメラ担当：松本　由昭）

3．異文化交流パーティーでは…

自国の文化を披露したり、はやりの歌を披
露したり、伝統の踊りを披露したり、地域の
中学生と交流したり…いろいろします。釜山
女子大との交流もあります。

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

山本浩平 第5グループガバナー補佐訪問例会

クラブ協議会

4．こんな彼らの目標は…？

蘆日本語能力試験N2合格（日常生活＋α）
蘆日本留学試験200点以上（400点満点）獲得
（219点以上で、本学授業料免除）
そして
蘆日本の中堅四年生大学に編入！

つまり、ほとんどが進学します。
長崎国際大学、長崎県立大学、名古屋商科
大学、敬愛大学、熊本学園大学 などなど…。

5．私の仕事は…

成績管理をしたり、悩み事や進路の相談に
のったり、ご近所に頭を下げに行ったり、タ
バコの吸い殻を拾いに行ったり、怒って教室
を追い出したり、寝坊した学生に電話をかけ
たり、一緒に笑ったり、いろいろあります。
でも…私はくじけません。
これからもお化粧しないで、がんばりま

す！


