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していただいています。個別に交通手段の
確認をしていますので、乗り合わせて行き
たいと思っております。地区最大の事業で
あります。より多くの会員の皆様方に出席
して頂き、大会を盛り上げたいと思いま
す。皆様のご協力をお願いして挨拶といた
します。有り難うございました。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　佐世保南RC	 桟　　宗利さん
	 鶴田　征宏さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．国際ロータリー日本事務局経理室
　2013年4月のロータリーレートは、
　1ドル	94円（現行92円）です。

２．第2740地区2012-13年度ガバナー
	 福元　裕二さん
　　地区大会実行委員長	 末次　義視さん
　�地区大会クラブ事業紹介パネル展示に関
するお願いについて
　　	1クラブあたりの展示スペース：A3	１枚
（縦・横どちらも可）

　　展示場所：佐賀市文化会館
　　　　　　　2Fロビー「友愛広場」
　　展示期間：4月6日㈯	終日

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。桜の花も既に
満開を過ぎ、桜前線も史上2番
目の早さで北上中であります。
　例年より12日も開花が早
く、各地の「さくら祭り」も
急遽前倒しで開催されているようです。
　4月3日の次週例会は「観桜例会」を計画
していますが、葉桜を見ることになるので
はと心配しています。
　さて、4月6日㈯は、国際ロータリー第
2740地区の地区大会が佐賀市文化会館で開
催されます。「若い世代の育成」についての
ディスカッションや鳥越俊太郎氏を招いての
特別講演などが企画されています。

　2013年4月4日㈭
　　記念ゴルフ大会：若木ゴルフ倶楽部
　　福田金治さん、松尾慶一さん

　2013年4月5日㈮
　　	地区指導者育成セミナー、RI会長代理
歓迎晩餐会：ホテルニューオータニ佐賀

　　武井洋一パストガバナー
　　玉野哲雄ポリオプラス委員長
　　長島　正会長、円田浩司幹事

　2013年4月6日㈯
　　本会議		12:30〜	佐賀市文化会館
　　懇親会		18:30〜	ホテルニューオータニ佐賀

　現在のところ、36名の会員の方に登録を
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ローターアクト委員会	
	 委員長　高橋　理一さん
　長崎国際大学RACの例会
が、4月11日㈭	ホテルオークラ
JRハウステンボスにおいて19時
点鐘で開催されます。
　新体制になって最初の例会
ですので、多数の参加を期待しておりま
す。例会の形式を従来と変更するというこ
とで、点鐘を19時にしますが、食事の開始
は18時30分とし、20時閉会の予定です。
　よろしくお願い致します。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　3月16日開催の朗遊会の結果は、
1位	藤井	 	隆さん、2位	松尾慶一さん、3位	
佐藤		淳さんでした。
　次回は、4月21日㈰	第41回佐世保市内
8RC親睦ゴルフ大会です。
　参加申し込みは事務局にお願いします。

	 出席委員会　佐藤　　淳さん
◯永年会員表彰
　円田　三郎さん（47回）
　山縣　義道さん（30回）
　森　　信正さん（29回）
　古原　　進さん（28回）

３．地区ロータリー財団委員会
	 　委員長　石坂　和彦さん
　　地区補助金委員会委員長	山田　　晃さん
　「�2013-14年度�ロータリー財団地区補助金申
請書」提出期限の延長について（ご案内）

　　	4月30日㈫まで1ヵ月、期間の延長をい
たすことになりました。

４．ガバナー事務所
　	2740地区ホームページ更新（3月25日）のお
知らせ

５．第2740地区ガバナーエレクト事務所
　事務所移転のお知らせ
　　3月25日㈪から
　　	電話番号、FAX番号、メールアドレスは
変わりません。

　　新住所：〒859-5121
　　　　　　平戸市岩の上町亀岡1481-1-2F

６．第2740地区
　　第5Gガバナー補佐	 鴨川　　潔さん
　　第6Gガバナー補佐	 山口　二郎さん
　　ホストクラブ　佐世保西RC
	 　会長　山口　管律さん
　　佐世保東南RC会長	 田中　昭浩さん
　	第5・6グループ	インターシティ・ミーティ
ングのお礼状が届いております。

７．大村RC
　週報No.29-32	が届いております。

８．公益財団法人	米山梅吉記念館
	 　理事長　渡邉　脩助さん
　①賛助会員募集　一人	100円
　②春季例祭
　　　日時／平成25年4月27日㈯　14:00〜
　　　場所／米山梅吉記念館ホール
　　　講演／弦間　明	氏（東京RC		㈱資生堂社長）
　　　登録料／無料

９．佐世保市長	 　朝長　則男様
　�市制施行111周年記念式典及び市政功労者
表彰式の開催について（ご案内）
　　日時／平成25年4月1日㈪
　　場所／アルカスSASEBO	4F	中ホール

委員会報告

朗遊会より

慶　　　祝
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芹野　隆英さん、飯田　満治さん
富永　雅弘さん
　小幡　修さんの卓話に期待して。

坂本　　敏さん
　先日、とあるコンペで優勝しましたが、
あまりにも軽装で、15周年記念パーティー
に出席。それを見かねた円田	昭先輩にチャ
ンピオンジャケットをお借りし、無事優勝ス
ピーチを行うことができました。本当にあ
りがとうございました。
　という事でニコニコします。

松尾　慶一さん、佐藤　　淳さん
　朗遊会にて入賞しましたので。

円田　三郎さん、山縣　義道さん
古原　　進さん
　永年会員表彰ありがとうございます。

長島　　正会長、白田　浩一さん
佐藤　丈治さん、中川　知之さん
松瀬　茂雄さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

安福鴻之助さん
　結婚記念月のお祝いのマスクメロン美味
しかったです。
　今日は所用ため欠席しますので、ニコニ
コのみ！

	 指揮　井手　孝邦さん
「花」合唱

	 親睦活動委員会　城島　一彦さん
◯結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん	ご夫妻（5日）
　藤井　　隆・眞紀子さん	ご夫妻（6日）
　安福鴻之助・佐和子さん	ご夫妻（9日）
　佐藤　丈治・由起子さん	ご夫妻（9日）
　松瀬　茂雄・恵美子さん	ご夫妻（11日）
　白田　浩一・純子　さん	ご夫妻（17日）
　長島　　正・圭子　さん	ご夫妻（18日）
　中川　知之・ヒサ子さん	ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん	ご夫妻（25日）
　菅沼宏比古・美砂子さん	ご夫妻（25日）
　前田　勇人・淳子　さん	ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん	ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん	ご夫妻（30日）

	 親睦活動委員会　白田　浩一さん
佐世保南RC　桟　　宗利さん、鶴田　征宏さん
　佐世保クラブの皆様にはいつもお世話に
なっております。本日は久しぶりのメーク
アップに伺いました。よろしくお願い致し
ます。（桟）

　いつもお世話になっております。本日は
宜しくお願い致します。（鶴田）

長島　　正	会長、円田　浩司	幹事
平尾　幸一	副幹事、松瀬　茂雄さん
坂本　　敏さん、池田　　豊さん
増本　一也さん、井手　常博さん
円田　三郎さん、橘髙　克和さん
佐々木秀也さん、山縣　義道さん
石井　正剛さん、中川　知之さん
遠田　公夫さん、福田　金治さん
松尾　文隆さん、田中丸善弥さん

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　35,000 円

	 累　　計	 715,000 円

◇

歌の時間
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（今週の担当　圡井　弘志）
（カメラ担当　坂本　　敏）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀬　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

＊4月  例会予定＊

　4月10日	 医療法人	白十字会
	 　　　理事長　富永　雅也	様

　4月17日	 ㈲ビーフラット
	 　代表取締役　迎　　秀子	様

　4月24日	 第2740地区次年度ロータリー財団委員会
	 　　　委員長　山田　　晃	様
	 　　　　　　　　（長崎南RC）

『アジアの情勢』

　　会員　小幡　　修さん
　　　　　（㈱親和銀行 頭取）　

　私は、福岡銀行時代よりアジ
アの担当をしておりました。中国に30回ほど
訪問した経験から銀行員の目線で見て感じた
アジアの社会情勢についてお話します。
　アジア諸国での親日ランキングは、アセア
ン諸国を中心に親日派が大半を占めており、
①にカンボジア、②ミャンマー、モンゴル、タ
イ、ベトナム、インド、インドネシア、マレー
シア、台湾、シンガポールの順です。中国、韓
国は下位となっています。
　中国との文化の違いは、挨拶：日本・お辞
儀、中国・握手。贈り物：日本・お世話になっ
た方へ、中国・お世話になる人へ（中国では訪
問の際、必ずお土産が必要）。
　宴席では、日本では料理を残すことがもっ
たいないという習慣ですが、中国では食べき
れない程もてなしてくれたことへの敬意を示
すために料理を残すようです。
　中国ではとにかく大きいものが大好きなよ
うです。住まいに限らず食べ物も大きいこと
はいいことだとの考えのようで、そこからも
大国のスケールの大きさが感じられます。そ
ういうことからも中国は大陸文化、日本は島
国文化と言えるのではないでしょうか。
　中国の食文化ですが、中華料理は世界の3大
料理のひとつで非常に美味しいものです。中
華料理は4つに分けられ、宮廷料理をルーツに
持つ北京料理、餡かけが特徴的で小龍包や上
海蟹で有名な上海料理、食は広州にありと言
われ味付けもさっぱりしている広東料理、味
は四川にありと呼ばれ食欲増進させる辛い料
理が特徴の四川料理です。台湾では中華料理
の本当の神髄は台湾にありと言われていま
す。それは蒋介石が台湾に移住したときに国
内の真のルーツを持つ料理人をすべて連れて
行ったという説からです。

　味千ラーメンは、中国で70都市に400店舗、
世界では728店舗を展開しており、日本国内の
101店舗と比べても中国では世界の味千ラーメ
ンとして成功を収めています。
　また、水炊きで有名な博多の華味鳥も大連
に店舗を出しています。昨年1月にはJR九州
フードサービスが上海に居酒屋「うまや」を
出店し繁盛しています。
　今後は徐々に日本企業の進出も中国からベ
トナム、ミャンマー、タイなどに移行してい
くようです。タイへの投資金額が多い企業は
日本が１番ですし、東南アジアの日本大使館
の中でもタイが最大です。
　タイには固定資産税、相続税がありませ
ん。法人税も安くお金持ちはいつまでも継続
していくようです。シンガポールも相続税が
ありません。世界では相続税がある国の方が
少ないのではないでしょうか。
　ベトナムに昨年進出した案件は208件と過去
最高を記録しています。
　福岡銀行もバンコク、シンガポール、香港、
上海、大連、ニューヨークに事務所を出して
います。
　タイ、バンコク、ミャンマーなど海外進出を
計画されている会社があれば専門家から説明
させていただきます。今後は販路拡大先とし
て海外、アジアに目を向けてみてはどうでし
ょうか。

卓　　話


