
いこと」という誓いの元、「平和日本」をアピ
ールする事、「世界のかけ橋」と成る事を願っ
て1960年、ロータリー米山記念奨学会と改称
されました。
　その後1967年、時の文部省（現文部科学省）
の認定を受け、財団法人化され、2012年、新公
益法人制度の施行に伴い、正式名称を「公益
財団法人 ロータリー米山記念奨学会」として
登記され事業が継続されております。
　ロータリー米山記念奨学金制度の特徴は、経
済的支援のみならず、「世話クラブ・カウンセ
ラー制度」を設けて、奨学生の精神的ケアも
図っていることです。この米山奨学金制度が
継続できますように、多くの皆様方のご支援
をお願い致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
　佐世保市PTA連合会 会長　中倉まち子様

 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー日本事務局経理室
　① 2013年10月のロータリーレートは、1ドル＝

100円です。
　 （参考）9月ロータリーレート：100円
　② 国際ロータリー日本事務局への電話がつ

ながらないときのお願い
　　　 メールでのご連絡も有効な代替手段と

なります。担当者リストをご参照下さい
（4面に掲載）。

 会長　石井　正剛さん
　暑さ寒さも彼岸まで、とか申
しますが、朝夕、急に冷え込ん
だかと思うと、日中は30度を超
える暑さであったり、温度差が
激しい今日この頃です。体調管
理には十分お気をつけください。
　来月10月は職業奉仕月間です。
　日本のロータリーでは、同時に米山月間を
この月に設けております。
　ロータリー米山記念奨学事業は、日本全国
のロータリアンからの寄付を財源とし、外国人
留学生を支援するもので、その運営は民間の
奨学団体である、公益財団法人 ロータリー米
山記念奨学会が行っています。
　年間700人から800人の留学生を支援してお
り、その事業費の実績は2011-12年度におい
て、約14億4千万円でした。これまでに世界
120ヵ国 17,545人（2013年7月現在）の外国人留
学生を支援しております。
　それでは、どのような経緯で何時から、始
まったのでしょうか。
　事業そのものは、日本で最初のロータリーク
ラブの創立に貢献した米山梅吉氏（1946年没）
の功績を記念して、1952年、「1ヵ月のたばこ
代を節約して、留学生支援」というスローガン
で、東京RCが、「米山基金」を発足させたこ
とに由来しております。
　やがて、「日本の全クラブの共同事業とすべ
き」との機運が高まりました。そこで、その
目的を、「日本が再び戦争の過ちを繰り返さな
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おススメした方が観光も楽しめて、友情を育
める充実した旅行になるとのことでした。
　佐世保RCの60周年を記念した3000回記念例
会の際には、ご家族を含めて約40名の台南RC
の皆様にご来訪をいただきました。
　是非、それと同等かそれ以上の会員とご家
族で訪問し、友好をさらに深める機会にした
いと念じております。皆さま、日程のご確認
をいただき、第1次締切の10月16日㈬例会ま
でに、ご出席の仮申し込みをいただきたく、
ご協力をよろしくお願いいたします。

 親睦活動委員会　中川　知之さん
○今月の誕生祝い
　米倉洋一郎さん（6日）
　田中丸善保さん（19日）
　安福鴻之助さん（22日）

 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
○結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん ご夫妻（12日）
　池本　仁史・由美子さん ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん ご夫妻（15日）
　黒木　政純・結花　さん ご夫妻（28日）

（2）

２．ロータリーの友事務所
　「ロータリーの友手引書」
　「 ロータリージャパン http://www.rotary.

co.jp」にロータリーの友掲載のお知らせ

３．大村RC
　週報No.7〜10が届いております。

４．佐世保東南RC
	 幹事　稲吉　　聡さん
　「 クラブ現況及び活動計画書・前年度活動実

績報告書」が届いております。

■ローターアクト委員会
	 委員長　髙瀨　宏滋さん
　下記の日程で、長崎国際大学
RAC第90回例会を行います。
　ご多忙の折誠に恐縮ですが、ロ
ーターアクト後援の為、会員皆様
のご出席をよろしくお願い申しあ
げます。

　日　時／2013年9月26日㈭　18:30 食事
　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／2,000円
　卓　話／ ローターアクトメンバーによる、

夏の思い出発表

■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　中村　徳裕さん
台南RC創立60周年記念式典
訪問団のお知らせ
　先週ご案内資料をお配りした

「台南RC創立60周年記念式典訪問
団」について、是非とも奥様とお
誘いあわせご参加いただきたく、改めて少し
早めに再度のご案内を申しあげます。
　今回は、2014年1月9日から12日の期間に、
1泊2日（10日発）・2泊3日（9日発と10日発の2
プラン）・3泊4日という4つのコースをご用意
いたしております。
　台南に行かれた経験をお持ちの先輩方のアド
バイスによりますと、1泊2日では、せっかく
時間とお金を使って行かれても、滞在時間がと
ても短く、ただ式典に出席するためだけに行く
ことになってしまうので、是非2泊3日以上を

慶　　　祝
委員会報告



　今年度、市P連では、佐世保市が推進してい
る徳育を基盤とし、「親子のふれあいを大切に
し、育てよう心豊かでたくましい子どもた
ち」をスローガンとして、子どもたちの笑顔
のために活動を進めております。
　社会が大きく変化する中、子どもを取り巻
く環境が一層複雑化・多様化しています。
　規範意識の希薄化、生活習慣の未確立、い
じめ問題、学習や将来の生活への意欲の低
さ、コミュニケーション能力の低下等、様々
な課題があります。
　「教育の原点は家庭にある」との基本理念を
もとに、学校教育と社会教育を通して、現状
と社会を踏まえて子どもたちが自ら「生きる
力」を育み、心豊かに育つための環境づくり
の充実に努めていかなければなりません。そ
のためには、私たち大人が社会人として良識
ある行動を見せる事が責任であり義務だと考
えます。家庭・学校・地域が協力し、そのパイ
プ役として、少しでもお役に立てればと思っ
ております。「三人寄れば文殊の知恵」の言葉
通り、意見を出し合い、方向性を見出し、互
いに学び、信頼の絆を育み、「よりよい親」と
しても成長していけたらと思います。
　来年8月には、いよいよ60年に一度の「第
62回日本PTA全国研究大会・長崎大会」が開
催されます。佐世保市でも、2つの分科会（ア
ルカスSASEBO・教育問題）、（ホテルオ−クラ
JRハウステンボス・日P担当）を担当します。
約二千人の県外からのお客様に、「佐世保に来
てよかった」と感じて頂ける様、「おもてなし
の心」で、本部役員一同、皆様方と手を携え
て頑張っていきたいと思っております。
　子どもたちは、「21世紀の社会の担い手とな
る大切な宝」です。子どもたちが、心身とも
に明るくすこやかに成長できることを心より
願っております。

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、坂本　　敏さん
山縣　義道さん、井手　常博さん
　佐世保市PTA連合会 会長 中倉まち子さん
の卓話に期待してニコニコします。

米倉洋一郎さん、安福鴻之助さん
　誕生祝いありがとうございました。

納所　佳民さん、池本　仁史さん
中村　徳裕さん、黒木　政純さん
河原　忠徳さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございました。

『市P連会長になって思うこと』
　　〜PTA活動を通して〜

　佐世保市PTA連合会
　　会長　中倉	まち子	様

　平成25年度、佐世保市PTA連合会 第十二代
会長を務めさせていただいております中倉ま
ち子と申します。浅学非才の身ではあります
が、お引き受けしたからには、子どもたちの
健全育成に、誠心誠意取り組んでまいりま
す。どうぞよろしくお願い申しあげます。
　本日は、63年の伝統をもつ佐世保RCの卓話
という素晴らしい機会をいただき、大変光栄
に思っております。
　私たち市P連は、市内の小学校・中学校（現
75校）の児童・生徒を守り育てるため、思いを
同じくする仲間（事務局2名・会長・副会長7名）
が集う組織です。皆がバラバラな活動や考えを
持つのではなく、しっかりと思いをまとめ、更
にそれを市、及び市教委に伝えていくなどの活
動に繋げ、真に子どもたちに必要な環境を生み
出していくことが大切だと思います。
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ニコニコボックス 本日合計 　13,000 円

 累　　計 258,000 円

◇

卓　　話

ニコニコボックス

＊10月  例会予定＊　

10月 9 日 させぼパール・シー㈱
  代表取締役　廣山　芳宣 様

10月16日 チベット タンカ絵師
  馬場﨑 研二 様

10月23日 佐世保市博物館　島瀬美術センター
  館長　安田　恭子 
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（今週の担当　白田　浩一）
（カメラ担当　目黒　誠之）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

国際ロータリー日本事務局に電話がつながりにくい時の担当者リスト


