
が、いまだにアメリカで、そして日本でも
ケネディの人気は衰えを知りません。
　昨日、信任状奉呈式に臨む、馬車行列が
ありました。彼女を一目見ようと沿道に集
まった人々の数を見ても分かる通り、絶大
な人気と知名度を持った人です。まずは歓
迎ムードで迎え入れられました。
　しかし、日米間のみならず、日中、日
韓、米中と、大きな問題が山積しておりま
す。特に今、ぎくしゃくしている日米間
に、スウィート キャロラインという歌にある
様な、スウィートな関係を作りだす駐日大使
になれるか、「さすがケネディ大使」と称賛
されるような、外交手腕を期待したいもの
です。
　今日は佐世保RCの例会場には珍しく、時
ならぬ 2 輪（本）のバラの花が咲き、華やか
な雰囲気を醸し出しております。
　キャロライン・ケネディ氏は、アメリカが
送り込んだ駐日大使ですが、お二人は佐世
保市が日本全国へ、そして世界へ向けて送
り出す観光大使です。本日は卓話をしてい
ただきますので、皆様ご期待ください。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　佐世保観光大使　田崎　愛子 様
　　　　　　　　　福薗由貴菜 様

 会長　石井　正剛さん
　先週、新会員研修会並びに
懇親会が行われましたが、企
画していただきました、ロー
タリー情報・文献記録委員会、
親睦活動委員会並びに、講師
をお務めいただきました 中 島 さ ん 、 遠 田
さ ん 、 長 島 さ ん の 3 パスト会長におかれ
ましては、大変ありがとうございました。
改めてお礼申しあげます。又、懇親会に
は、50名と通常の例会に勝るとも劣らない
ご参加をいただきまして、ありがとうござ
いました。
　この新会員研修会を始めといたしまし
て、これから1月末まで、年次総会、忘年家
族会、クラブ協議会、台南RC創立60周年訪
問、長寿祈願祭と、次々に行事が展開され
ていきます。どうか皆様にはご協力ご参加
の程、宜しくお願いいたします。
　ケネディ大統領が暗殺されたのが1963年
11月22日、ちょうど50年目にあたる昨日
2013年11月19日、駐日大使としてキャロラ
イン・ケネディ氏が就任されました。
　父 ジョン・Fケネディ、伯父ロバート・F
ケネディ兄弟2人は暗殺され、キャロライン
氏の弟は、自家用ジェット機を操縦してい
て、大西洋上で墜落死しております。「呪わ
れた、ケネディ家」とか言われております
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を開始いたします。
　 任意参加型　よくある質問＆回答、時期的

なニュースなどを随時お知らせ致します。
　○スケジュール　メール配信期間
　　 2013年8月1日開始〜2014年6月30日迄
　○配信登録の方法
　　 件名に「RIJO-FAQ登録希望」と書い

て、登録希望するメールアドレスから
　　 rijapan@rotary.orgにメールをお送り

ください。
　　 本文には、クラブ名/氏名/会員ID番号

（会員証記載）を。

４．第2740地区ガバナー	 塩澤	恒雄さん
　ガバナーノミニー宣言
　　所属クラブ：唐津東RC
　　氏名：太田　善久さん

５．第2740地区	ローターアクト地区委員長
	 	古賀　秀仁さん
　 2013-2014年度 次年度以降の年次大会ホス

トクラブ選定について
　 RA地区年次大会のホストクラブをスムー

ズに決定する為に、輪番制でホストクラブ
を行います。

　　 2014年度 鹿島RAC→2015年度 佐世保
東RAC→2016年度 長崎RAC

　 長崎国際大学RACは3月にクラブ役員交代の
為、6月開催の年次大会のホストは無理の為
除外。

６．第2740地区	社会奉仕委員長
	 　坂井　智照さん
　 社会奉仕セミナーご出席のお礼が届いて

おります。

７．佐賀南RC	 会長　内田　光俊さん
　第34回RYLA記録DVD送付について
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○ビジター
　第5グループガバナー補佐
　北松浦RC　松尾　清治さん

 ガバナー補佐　松尾　清治さん
　年末のご挨拶に来ました。
来年も宜しくお願い致します。

 幹事　増本　一也さん
１．公益財団法人ロータリー日本財団
◦米山功労者表彰
　　大神　邦明さん

◦ポール ハリス フェロー ピンの伝達
　　佐々木秀也さん、長島　　正さん

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 　事務局長　岩邉　俊久さん
　「 ハイライトよねやま164号（2013年11月

12日発行）」が届いております。

３．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ・地区支援室	 島村　耕介さん
　『 RIJO-FAQ（RI Japan Office Frequently 

Asked Questions）』メール配信サービス

幹 事 報 告

ごあいさつ



■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
状況報告及びオプショナルツアー
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。
　会員からの登録21名、ご家族の同伴が8名
様、事務局1名で、合計30名となりました。
（最終締め切りを平成25年11月27日㈬の例
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
願います）。
　また、台南扶輪社 会長 周亮宏様、60周年
記念式典行事幹事長 林振欽様より、式典の
日の午前中のゴルフ及びオプショナルツアー
のご案内を頂いております。あらためてご
参加の皆様にご案内いたしますので、お選
びいただき、ご協力いただきたくよろしく
お願い申しあげます。

■奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　富永　雅弘さん
地区社会奉仕セミナー報告
　日時／2013年11月17日㈰
　　　　13:00〜17:00
　会場／佐世保市労働福祉センター
　クラブ参加者／
　　石井　正剛 会長
　　富永　雅弘 奉仕プロジェクト委員長

　地区内ほぼ全てのクラブから、会社と社
会奉仕委員長が参加されていました。社会
奉仕に関する事業の実施状況の発表が行わ
れました。
　主な事業としては、
・介護医療施設への機器の寄贈（大村RC）
・ ジュニアオーケストラへの活動支援事業

（佐世保南RC）
・ 小学生へ地元の歴史教育を通しての交流

事業（伊万里RC）
・ 婚活事業（伊万里西RC）
・ スポーツを通した児童支援施設との交流

（長崎中央RC）
・ 離島（福江黄島）とのレクレーションを通じ

た交流（福江RC）
等が発表されました。
　各クラブとも、社会奉仕事業に熱心に取
り組んでいる状況が分かりました。
　事業に関する地区補助金の活用の説明も
ありました。

■資金推進財団・米山委員会
	 　委員長　溝口　尚則さん
　玉野哲雄会員、円田浩司会
員、安福鴻之助会員、岡　英樹
会員より、年次プログラム基金
へご寄付頂きました。

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
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
　皆様のご参加よろしくお願い致します。
　又、朗遊会からポリオチャリティーに1万
円寄付をさせて頂きますので、よろしくお
願い致します。

　故 副島正義様の奥様 三重子様より会葬の
お礼を頂きました。

朗遊会より

会葬のお礼
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両面で支えてくださっている事に、感謝の
気持ちでいっぱいです。
　金さんの夢は、ファッションの本場パリで
彼ら彼女らの作品展を開くことだそうで
す。この文章を読んで、ロータリアンとの出
会いがきっかけで金さんとその仲間が夢を
語れる環境が今あることに、ロータリーのす
ばらしさを感じました。

	 出席・例会委員会　松瀬　茂雄さん
○永年会員表彰
　佐々木秀也さん（40年）
　安部　直樹さん（35年）

○出席100％表彰
　富永　雅弘さん（16回）

	 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
第5グループガバナー補佐
北松浦RC　松尾　清治さん
　今年は、大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。今年最後のごあいさつに来まし
た。また、来年もよろしくお願い致します。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、池本　仁史さん
川口　博樹さん、圡井　弘志さん
芹野　隆英さん
　佐世保観光大使 田崎愛子様、福薗由貴菜
様の卓話に期待して。

	 出席・例会委員会　坂元　　崇さん
「ロータリーの友 11月号」より
公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
ロータリー日本国内全地区合同プロ
ジェクト

ありがとう、ロータリアン！⑰
『障害のある仲間とともに生きる』
　NPO法人 織の音アート
　福祉協会副理事長　　　金

キム

 福
ボクハン

漢 氏
　世話クラブ：大宮北RC

　金さんは、3歳の時に麻疹にかかり生死を
さまよい、その後さらにポリオを発症し、松
葉づえを使って歩けるようになったのが、5
歳の頃でした。
　父の仕事の関係で何度も小学校を転校
し、行く先々で麻痺した左足をバカにさ
れ、高校生の時に父が事業で失敗、大学進
学をあきらめ、就職することにしました。
しかし、障害者の自分を社会は受け入れて
くれず、初めて“差別”を感じました。
　この現状を変えたいとボランティア活動
に没頭している時に、「愛の友・UREE（ウ
リ）」という団体主催のキャンプで初めて日
本人に出会いました。反日教育を受けた金
さんは、日本人と聞いてすぐに思い浮かぶ
姿は“鬼”でした。しかし実際に会った人
達は“鬼”ではありませんでした。人と人
が交流する大切さと、教育の影響力を痛感
した出来事でした。
　1994年31歳で来日し、埼玉大学大学院修
士課程に進学、障害児教育を専攻しまし
た。その時に米山記念奨学会を知り、どれ
ほど助けられたかわかりません。大宮北RC
の皆さんとの出会いはお金に勝るものでし
た。
　2004年、心身障害者地域デイケア施設
「織の音工房」を開設し、仲間である障害
者が一生を過ごすことのできる環境をつく
りたいと思っています。
　この施設は障害者の自立と社会への参加
が基本理念です。大宮北RCの皆さんが物心

慶　　　祝

ニコニコボックス
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森　　信正さん
　観光大使のお二人には、観光振興の為、
頑張ってください。審査員の一人としてニ
コニコします。

古賀　　巖さん
　明日、11月21日㈭ 18時からいよいよ第18
回きらきらフェスティバルの点灯式です。
ひと月以上準備してまいりました。今年
は、戸尾側三角公園に、床置型のイルミネ
ーションパネルを設置しております。今日
の時点でまだ完成しておりませんが、無事
点灯することを願ってニコニコします。

佐々木秀也さん、富永　雅弘さん
　永年会員表彰、ならびに出席100％表彰あ
りがとうございます。

武井　洋一さん、福田　金治さん
　先週、誕生祝をいただき、ありがとうご
ざいました。

『私たち』

　させぼ観光大使
　　田崎　愛子	様
　　福薗由貴菜	様

○させぼ観光大使　田崎　愛子
　幼い頃は川や田んぼで遊ぶ活発な女の子
でした。中学・高校では部活動に励み、勉
強は得意な方ではございませんが、教科の
中では特に語学が好きで、休みの日には何
回も英語の歌を聴いて書き出したりしてい
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ニコニコボックス 本日合計 　18,000 円

 累　　計 390,000 円

◇

卓　　話

ました。
　高校卒業後は、福岡大学に進学し、4年間
フランス語を専攻しました。在学中にベル
ギーへ留学し、言語の壁にぶつかりました
が、身振り手振りで伝えようという想いが
大切なのだと実感しました。
　現在は、親和銀行早岐支店に勤務してお
ります。窓口には外国の方々や、さまざま
なお客様がいらっしゃるので、留学の経験
を生かし、お客様との会話を大切にし、多
くのことを学ばせていただく毎日です。
　観光大使となって、目指すは佐世保の魅
力をどんどん発信していくことですが、ま
だまだ経験も知識も浅いので、まずは地域
の方々、お会いする方々との出会いを大切
にし、より魅力的なさせぼをお伝えできる
ようにがんばりたいと思います。

○させぼ観光大使　福薗　由貴菜
　5人家族3姉妹の末っ子。活発な姉とは正
反対の性格。
　幼い頃は、人見知りの内弁慶。それを少
しでも克服するため、福岡のタレント養成
所“NAC”に通いました。そのおかげもあ
ってか、人見知りもあまりしなくなり元気
な女の子に成長しました。NAC卒業後は、
小・中・高とソフトテニスに没頭しました。
　関西外国語大学に進学し、卒業後は上京
して、美容関係の仕事に就職。しかし、父
が経営する会社“日新電設”の後継の事を
考え、佐世保へ帰郷。現在は、経理の勉強
をしています。簿記の検定を受けたり、ま
た新しい事業の取り組みを考えています。
　幼い頃から、親戚はもちろん地域の方々
に育てていただいたご恩があります。ご恩
返しのつもりで、佐世保へ帰郷し、更には
佐世保がより賑わい活性化するように、な
にか行動をしよう！と「観光大使」へ応募
しました。
　佐世保は、人も温かく、自然もいっぱい
で、たべものも美味しい！贅沢な街！私
は、この佐世保という街が大好きです。
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（今週の担当　目黒　誠之）
 （カメラ担当　白田　浩一）

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

＊12〜1月  例会予定＊　

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

12月18日 ㈱ＮＴＴドコモ 九州支社 長崎支店
  支店長　薗田　一浩 様

12月25日 指定休会日

 1月 1日 祝日休会

 1月 8日 クラブ協議会

 1月15日 指定休会日

 1月22日 会員卓話 中村　徳裕さん

姉妹クラブ台南RCからの義援金贈呈
（佐世保市役所）85万円

　東日本大震災の義援金として、姉妹

クラブの台南RCから託されておりまし

た85万円を2011年5月25日㈬佐世保市長

に手渡し致しました。

朝長佐世保市長に
義援金を手渡す長島副委員長

創立60周年記念事業 ⑤

60周年記念事業は、2010年12月から2011年6月まで、ほぼ毎月のように実施致しました。

　一番好きな場所は「日本本土最西端神崎
鼻公園」。ドラマのワンシーンに出てきても
おかしくない見事な眺め。海を隔てて見え
る上五島や平戸。海の香りに生産量 日 本 一
のいりこの香り。ここは自信を持ってオス
スメする場所。海の広大さと、眺めの良さ
が大好き。この大好きという思いを想い続
け、より多くの方に佐世保の街を知っても
らい、さらに多くの方に佐世保を好きにな
ってもらえるよう、エンジン全開でPR活動
に挑みたいです！


