
　後程、入会式を行いますが、本日2名の方が
入会されます。皆様のご協力で、今年度6名の
新会員の方を迎える事が出来ました。ありが
とうございます。
　それぞれの新会員の方には、カウンセラー
がいらっしゃいます。若田さんのお母さんの
ように、やさしく話かけてはいただけません
ので、ロータリーでの「親」と言うより、相
談相手として、又会員皆様との飲みニケーシ
ョンの場などでもより親睦を深めていただき
たいと思います。
　先週、市内8RC会長幹事会が行われました。
　第5回目の議題、CLP、規定審議会につい
て意見交換を行いました。
　CLP（クラブリーダーシッププラン）の問題と
して組織図、常任委員会の扱い方だけがクロ
ーズアップされておりますが、皆さまご存知の
通り、「新会員のために一貫してオリエンテー
ションを定期的に実施すること」とも記載さ
れております。
　本日は、新会員研修会並びに歓迎懇親会で
す。ご参加の程宜しくお願いいたします。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　米山奨学生　イ ヌェ ソウさん
○ビジター
　佐世保西RC　岡本　章二さん

 会長　石井　正剛さん
　あの暑さから秋を待たずし
て、立冬を過ぎたかと思えば、
一転、西高東低の冬型の気圧配
置で、東北・北海道では、急に
真冬になったような寒さと伝わ
ってきております。
　南の方では、時ならぬ台風30号が発生しま
した。さすがに日本上陸はしませんでしたが、
フィリピンに大きな被害をもたらしておりま
す。まるで東日本大震災を思い起こさせる町の
光景に、その被害の甚大さがうかがえます。
　宇宙に目を向けますと、若田光一さんが、7
日打ち上げられたソユーズで、国際宇宙ステ
ーションに乗り移りました。後半の2ヵ月アジ
ア人として、初めて船長として業務に当たる
そうです。宇宙から見れば、アメリカもロシ
アも日本も今日卓話をしていただくソウさん
ご出身のミャンマーもなく、一つの地球でし
かありえない光景でしょう。
　若田さんが宇宙ステーションに移られて、
地球と宇宙船との交信が行われました。その
時、若田さんのお母さんが、「光一、お母さん
ですよ」と話かけていらっしゃいました。そ
の優しげな声が非常に印象的でした。若田さ
んは、はにかんだような顔をしながら、「分か
った、分かった」と言いたげに、チョット照
れくさそうな顔をしながら返事をされていま
したが、「親にとって、子は何時までも子でし
かないようです」
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■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 参加者登録状
況報告及び手続について
　平成26年1月9日㈭・10日㈮・
11日㈯・12日㈰の、姉妹クラブ
台南RCの60周年記念式典への訪
問団の進捗状況の報告をいたします。現在、
会員からの登録22名、ご家族の同伴が8名様、
そして事務局1名で、合計31名となっており
ます。最終締切を平成25年11月27日㈬ 例会と
させていただき、お申し込みいただいた方々
には、パスポートのコピーをご提出いただき
たく、よろしくお願いいたします。
　また、11月27日までは、追加申し込みも受
け付けますので、是非日程の都合のつかれる
メンバーの方、そしてご家族の方々のご参加
をよろしくお願いいたします。
　また、11月27日を超えますとプランの変更
ができなくなり、またキャンセル料金も発生
するようになりますのでご注意ください。
　繰り返しのお願いになりますが、佐世保RC
の60周年を記念した3000回例会の際には、総
勢40名を超える台南クラブの皆様の訪問を頂
いております。その返礼の意味もありますの
で、是非30名から40名のメンバーで訪問を目
指しております。皆様、最終締切の11月27日
まで、お一人でも多くのご参加をいただきた
くよろしくお願い申しあげます。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　溝口　尚則さん
○ 円田三郎会員、松尾文隆会員、

下田弥吉会員より、年次プロ
グラム基金へご寄付いただき
ました。

 米倉洋一郎さん
『朗遊会』開催のご案内
　日時／2013年11月23日㈯  10:00スタート
　場所／佐世保CC
　カード参加も可能です。皆様のご参加よろ
しくお願い致します。
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■田
たがしら

頭　愼
しんいち

一さん
　前畑造船㈱　代表取締役社長
　推薦者：池田　　豊さん
　　　　　大神　邦明さん
　カウンセラー：大神　邦明さん

■松
ま つ お

尾　　貴
たかし

さん
　ハウステンボス技術センター
　代表取締役
　推薦者：梅村　良輔さん
　　　　　石井　正剛さん
　カウンセラー：梅村　良輔さん

	 幹事　増本　一也さん
１．㈶ロータリー米山記念奨学会
	 　理事長　板橋　敏雄さん
　特別寄付金感謝状の贈呈
　　大神　邦明さん
　　梅村　良輔さん

２．国際ロータリー第2580地区
	 ガバナー　吉田　建二さん
 （日台ロータリー親善会議 議長）
　日台親善会議ご案内
　　日時／平成26年1月26日㈰ 　午後2時開始
　　場所／台湾（台北）円山大飯店

３．第2740地区ガバナー	 塩澤　恒雄さん
　① 国際ロータリー新しいロゴマークについ

てお知らせ
　② インターアクト地区委員長　松尾　慶一さん
　『後期指導者講習会』開催のご案内
　　日時／平成25年12月14日㈯
　　場所／彼杵総合会館
　　参集／ IA委員長、委員、顧問教諭、生徒

会長、生徒幹事、IA
　　お弁当・お茶の用意をします。

４．第2740地区ガバナー事務所
　 2740地区ホームページが更新（11月5日、11

日、12日）されています。

委員会報告

幹 事 報 告

入　会　式

朗遊会より



 親睦活動委員会　河原　忠徳さん
○今月の誕生祝い
　井上　斉爾さん（3日）
　福田　金治さん（4日）
　武井　洋一さん（15日）
　髙瀨　宏滋さん（15日）
　髙田　俊夫さん（18日）
　松尾　文隆さん（22日）

	 親睦活動委員会　中川　知之さん
佐世保西RC	米山奨学地区委員　
岡本　章二さん
　本日は米山奨学生 イ ヌェ ソウさんのカウン
セラー長崎中央クラブ山本さんのかわりで地
区委員としてうかがいました。よろしくお願
いします。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事
　地区米山奨学生 イ ヌェ ソウさん（ミャンマ
ー出身、長崎国際大学生）の卓話に期待して。

安部　直樹さん
　うちの学生がお世話になります。

井上　斉爾さん、髙瀨　宏滋さん
髙田　俊夫さん、松尾　文隆さん
　誕生祝いありがとうございます。

下田　弥吉さん
　松尾　貴さんの入会を歓迎して。

田中丸善弥さん、池田　　豊さん
中島　祥一さん
　田頭慎一さんの入会を歓迎して。

『日本の生活での感想』
　米山奨学生　イ	ヌェ	ソウさん
　（長崎国際大学・国際観光学科
　　ミャンマー出身）

◦名前の説明
　私の名前は、イ ヌェ ソゥと申します。私の
国には名字がないです。名前をフルネームで
呼んでます。お父さんとお母さんの名前も違
います。子供たちの名前も違います。

◦私の家族
　５人家族で、お父さんとお母さんとお兄さ
んと私と妹です。父親とお兄さんと妹がミャ
ンマーで一緒に住んでいます。私、一人だけ
日本で留学しています。妹はお医者さんでミ
ャンマーにある病院で働いています。お兄さ
んはお父さんの仕事で一緒に働いています。

◦日本留学生での体験
　・“よさこい”という祭りでおくんち踊りを
　　踊った
　・国際交流
　・大学のコンテスト
　・大学のボランティア（金屋神社）
　・ 日本とミャンマーでの付き合いの始まり

方が違う
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ニコニコボックス

卓　　話

慶　　　祝 ニコニコボックス 本日合計 　15,000 円

 累　　計 372,000 円

◇

＊11〜12月  例会予定＊　

11月27日 新会員
 NTT西日本－九州佐世保支店長
  岡村　一郎さん

12月4日 新会員
 西肥自動車㈱
 代表取締役社長 川口　博樹さん

12月11日 グラバー園
  副園長　吉田　利一 様
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（今週の担当　白田　浩一）
 （カメラ担当　大久保利博）

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

新会員研修会及び歓迎懇親会
【日時】平成25年11月13日㈬
　　　　研修会 16:00〜18:20　歓迎懇親会 18:30〜

【会場】レオプラザホテル佐世保

〈研修会〉参加人数 19名
 　司会：ロータリー情報・文献記録委員会
  委員　井上  斉爾さん
16:00 開　会
 ロータリー情報・文献記録委員会
  委員長　中島  祥一さん
 会長挨拶 会長　石井  正剛さん
16:05 研　修 講師：パスト会長　長島  　正さん
16:35 研　修 講師：パスト会長　遠田  公夫さん

—— 休　憩 ——

17:20 研　修 講師：パスト会長　中島  祥一さん
17:50 新会員　 入会の感想と疑問
18:20 閉　会 会員増強委員長　古賀  　巖さん
18:30 懇親会

〈懇親会〉出席人数 50名
 　司会：親睦活動委員会
  委員長　木村　公康さん

新会員研修会受講者　　H25年11月13日現在

〈2回目〉
1．中川 知之さん 2011年 4 月13日入会

2．目黒 誠之さん 2011年 9 月28日入会

3．大久保 利博さん 2012年 1 月11日入会

4．前田 勇人さん 2012年 8 月22日入会

5．佐藤 　淳さん 2012年 9 月26日入会

〈1回目〉
  6．池本 仁史さん 2013年 3 月13日入会

  7．岡村 一郎さん 2013年 8 月 7 日入会

  8．河原 忠徳さん 2013年 8 月 7 日入会

  9．山口 剛史さん 2013年11月 6 日入会

10．田頭 愼一さん 2013年11月13日入会

11．松尾 　貴さん 2013年11月13日入会

※セミナーは在籍中2回受講となっております。※他クラブ経験者の方は1回受講です。

司会
木村 公康さん

会長あいさつ
石井 正剛さん

乾杯
松尾 弘司さん

＊
懇
親
会
＊

＊
研
修
会
＊


