
会長　梅村　良輔さん
民主党代表選は29日、結局5名

の候補者による戦いとなり、衆
参両議員の投票の末“野田佳彦”
氏が新代表に決まりました。昨日
30日の衆参両院本会議で第95
代、62人目の首相に指名されました。この
後、党役員、閣僚人事と行われて後、9月2
日の親任式を経て新体制のスタートとなり
ます。いずれにせよ、この国難の時、間断
のない政治力の発揮を国民すべからく望む
ものです。
8月25日貅、佐世保市長 朝長則男氏に名

誉会員の推戴状を差し上げて参りました。
ご本人もできる限りお伺いいたしますとの
ことでした。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」

副幹事　芹野　隆英さん
１．台南ロータリークラブ
会員名簿が届きました。

２．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
8月25日です。

財団奨学・米山委員会
副会長　米倉洋一郎さん

譛ロータリー米山記念奨学会
へ鬼木和夫さんよりご寄付いた
だきました。

松尾　文隆さん
8月27日貍開催の第1回朗遊会

に23名の方に参加（内1名カード
参加）いただきました。
次回 第2回は10月15日貍、ソ

ロプチのチャリティーコンペに
合わせて行います。多くの会員の参加をお
願いいたします。
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国際奉仕委員長　福田　金治さん

「2010-2011年度第5グループガバ

ナー補佐の任期をふり返って」

現在、第5グループには5クラブ
あり、ガバナー補佐は5年に1回は
佐世保クラブから出さなければなりません。
前年度、私がガバナー補佐を受けたのには
理由があります。5年前の時には、安福パス
ト会長にガバナー補佐を引き受けてもらいま
した。その時、私にとの意見もあったのです
が、クラブ会長、地区幹事と続けてしていた
ものですから、しばらく休みたい、次回佐世
保クラブがガバナー補佐を引き受ける時は、
私が引き受けますと約束したからです。
確実に4年後には佐世保クラブにガバナー

が廻ってきますので、本年度の梅村会長を始
め、これから会長になられる方、またはパス
ト会長の方々は、ガバナー補佐の声がかかっ
たら、快く引き受けて頂く様にお願いします。
担当クラブを4回訪問、地区行事に7～8回

出席しなければなりませんが、ひどく負担に
なる役職ではありません。
近頃の地区は、各地区委員長がRC活動に

熱心なのか、「セミナー」「協議会」を良く開
催されます。4～5年前までは、「セミナー」
等では担当委員長が出席者でしたが、近年は
「ガバナー補佐」「会長」「幹事」にも案内状
が来ます。
参加して出番の機会がある会合は良いので
すが、ただ出席するだけで出番の機会が無く、
傍観者としての立場での出席は、出席する意
味が無いという理由で、私は必要な地区の会
議以外は出席しませんでした。

一年間、ガバナー補佐として各クラブを
訪問して感じた事は、会員数が少ないので、
会長・幹事を始め理事会メンバーの会員歴が
短い為、ロータリーの定款・細則、及びクラ
ブ運営方法をあまり詳しくない様に思いま
した。

今後も、会員の増加はあまり望めません
ので、現在会員でこれから「会長」「幹事」
になられる方を教育する制度が必要ではな
いかと思われます。確か「PETS」「地区協
議会」で教育は受けられますが、それでは
不十分だと思います。

私の任期中に発生した一番大きな出来事
は、東日本大震災の影響で当地区に避難して
きた、地区交換学生「ケイト」の件でした。
東日本大震災の際、茨城県より当地区へ

避難してきた交換学生「ケイト」のホスト
クラブを辞退した経過を説明します。
第5・第6グループで「ケイト」を預ること

を決定後、佐世保RCがホストクラブとなり、
HTB・RCの太田さんにホストファミリーを
お願いしました。その後、順調に「ケイト」
は九文で留学生活を送っておりました。ト
ラブルが発生したのは、「ケイト」がオース
トラリアのカウンセラーの「ポール」さんへ
「ホストファミリーの太田さんの指導が厳し
い」というメールを送ったのが発端です。
オーストラリアのカウンセラーが過剰反応

されて、当地区の青少年交換委員会へ「ホ
ストファミリーの太田さんの指導が厳しいの
でホストファミリーの交代が可能か」という
内容のメールが送られてきました。このメ
ールを、地区委員会が雇用している事務員
が、地区委員長の許可を得ずに、地区委員
へメールされたので、ホストファミリーの
太田さんも、このメールの内容を知ること
となりました。
太田さんより、交換学生との信頼関係が

崩れたので、これ以上ホストファミリーは続
けられないと私の所へ申し出がありました。
ホストファミリーを交代するということは、
太田さんの指導が間違っていたと認めるこ
ととなり、その様なことは太田さんの名誉
の為にも出来ません。そこでガバナーに対
して、佐世保クラブがホストクラブを辞退
すれば、ホストファミリーの太田さんも当然
ホストファミリーの仕事が終了することとな
り、太田さんの名誉を傷つけないので、ガ

（2）

ロータリー3分間情報



バナーの方で「ケイト」を預って貰う様に
お願いしました。
結果は、ガバナーに「ケイト」を預って

もらうことになり、「ケイト」は日本での留
学生活を続けることが可能となりました。
以上が当クラブがホストクラブを辞退し

た真相です。

親睦活動委員会　納所　佳民さん

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
平尾　幸一さん、高橋　理一さん
松本　由昭さん、土

、
井　弘志さん

浦里　和弘さん、円田　浩司さん
才木　邦夫さん、有薗　良太さん
川冨　正弘さん、長富　正博さん
黒木　政純さん
中川知之会員の明るい卓話に期待します。

松本　由昭さん
無事に初盆を終えることが出来ました。

皆様ありがとうございました。

田中丸善弥幹事
例会失礼させて頂くことをお許しくださ

い。9月7日貉お会いできるのを楽しみにし
ております。

山下　尚登さん
久しぶりに佐世保出勤で元町を歩いてお

りましたところ、増本会員が車で通りかか
られ、会社まで送っていただきました。厳
暑の中、助かりました。ありがとうござい
ました。

安福鴻之助さん
朗遊会にて優勝しました。ので

『趣味の話　シングルモルト好きのつぶやき』

会員　中川　知之さん

大学入学して新入生歓迎コン
パで、最初に酒の洗礼を受けま
した。飲み方もわからず、日本
酒を冷やでコップ4杯続けて飲んだまでは憶
えているのですが。朝、気がついたら自分
の部屋で頭がガンガンして、その後、友人
から「大変やったんぞ」と聞きたくない話
を聞かされました。その後は気をつけての
むようになり、色んな酒があり、うまい酒
は大体高く、次の日の影響が少ないという
事に気づきました。それから少しずつ色ん
な酒について学んでいきました。まずウイ
スキーから始まって、焼酎、日本酒、コニ
ャック、モルトウイスキー、ワイン、そし
て現在は、モルトウイスキーがやはり一番
好きかなと思っております。ただ酒には
TPOもありますし、人と飲む時はこだわら
ず、楽しむようにしております。

スコッチモルトのそれぞれの地方での代
表的な銘柄をあげますと…

藺ハイランド…力強さとコク、華やかさをもつ
グレンモーレンジ、クライネリッシュ等

藺スペイサイド…ハイランド中にあるが、蒸
留所が多く、最近では別に
区別される。甘さ、芳醇な
香り

マッカラン、グレンリベット、グレングラ
ント等

藺ローランド…3回蒸留、ピート香控えめ、
すっきり

ローズバンク（閉鎖）、グレンキンチー等

藺アイラ…スモーキー、香り、コクともに
ヘビー

ボウモア、ラフロイグ、アードベッグ等
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ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 214,000円

◇
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（カメラ担当：松本　由昭）

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＊

卓話予定者

平戸市役所　国際交流員　
フロライク　レムコー様

「平戸とオランダの交流を語る　平戸商館」

藺キャンベルタウン…スムースでクリーミー
塩の香り

スプリングバンク等

他にアイランドとしてタリスカー、ハイラ
ンドパークがあります。色々ご自分で飲んで
みて好きか嫌いかでしょうが、現行でお薦め
はマッカラン18年、ボウモア25年、変わった
所でラフロイグ10年、またふれませんでした
が、日本では余市12年です。60年代蒸留のボ
ウモア、マッカランは飲む人を必ず幸せにし
ます。他の蒸留所のものも60年代までの蒸留
は現行と別物です。原因は色々ありますが、
紙数がないのでふれません。
最後にスコッチのみならず、コニャックで
もオールドボトルはコルクが劣化しており、
よく飲む時にコルクが折れボロボロになる事
があります。そのため必ず飲む時はデキャン
ターか空のボトル、ジョウゴ、コーヒー用の
ろ紙を用意しておいてください。よくコニャ
ックにはバカラデキャンターがありますが飲
んだあとは捨てずに。ワインのデキャンター
にもなるし、バカラなのでそれなりの価値が
あります。なにも言わずにいると奥さんに捨
てられたりされています。


