
　また後程、新会員の入会式を行いますが、前
期入会7名、退会者3名、純増4名でした。本
日4名の方の入会で、今年度純増8名の増強を
していただきまして、現在会員数76名となり
ます。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　長崎国際大学
　下田　耕一さん、劉　雲楓さん
　岩元千華子さん、陳　　潔さん
　木下　正史さん（長崎県立大学）

■池
い け だ

田　真
まさひで

秀さん
　㈱ホーセイ
　取締役副社長
　推薦者：円田　三郎さん
　　　　　中島　祥一さん
　　　　　長島　　正さん
　カウンセラー：長島　　正さん
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

■吉
よ し だ

田　英
ひ で き

樹さん
　つくも総合法律事務所
　弁護士
　推薦者：安部　直樹さん
　　　　　福田　金治さん
　　　　　増本　一也さん
　カウンセラー：安部　直樹さん

 会長　石井　正剛さん
　皆様こんにちは。例会休会が
多い数週間でしたが、その間、
ノロウイルス問題、海上自衛隊
輸送艦と釣り船の衝突事故など
色々な事がありました。
　我がクラブ会員に関係のある事を申しあげま
すと、安部会員の九州文化学園が、第66回日
本バレーボール高校選手権において、あの窮地
から、6年ぶり5度目の全国優勝とのこと、お
めでとうございます。また、佐世保の町を全国
にPRしていただいたようです。
　先々週、日本列島を冬将軍が大暴れ、北海道
では－30度を記録したとのこと。佐世保の地
もさぞかし寒かったのではないでしょうか。
　そんな時、私達会員21名、ご家族10名、事
務局山田さんを含め32名で、台南RC創立60周
年記念式典に参加してまいりました。
　同行者の中に日頃の行いが大変良い方がいら
したのでしょう、日本の寒さがまるで嘘の様な
晴天に恵まれ、ゴルフ、観光、晩餐会、創立
60周年式典、並びに懇親会と盛りだくさん
で、何時もながらの台南RCの皆様の熱烈歓迎
に、親交を深めて参りました。
　台南の懇親会の会場でも佐世保を大いにPR
された方がいらっしゃいます。なんと、記念ゴ
ルフ大会で優勝されまして、400人からの参加
者の中で表彰を受けられました。それがだれか
は、後程お分かりになられることでしょう。
　本日は、卓話の時間に、台南訪問の模様を、
中村会員、遠田会員にご紹介していただきます。
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５．ロータリー囲碁同好会 
　　名誉会長 田中　　毅さん（2680地区PDG）
　　会長 石井　良昌さん（2680地区PDG）
　　日本支部長 新藤　信之さん（2750地区PDG）
　「第15回ロータリー国際囲碁大会」のご案内
　日時／2014年4月19日㈯ 
　　　　　17:30 歓迎晩餐会
　　　　4月20日㈰
　　　　　9:00 対局　18:00 表彰式
　会場／台湾・中歴市内の南方荘園渡假飯店
　　　　　　（サウスガーデンホテル）
　主催／ロータリー囲碁同好会
　登録料／ 12,000円（2回の晩餐会、競技中の

飲食、賞品、同伴者は対局中の小
旅行代等含む）

　最終締め切りは4月4日㈮

６．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　地区米山記念奨学委員会
 委員長　本多　善彦さん
　�米山記念奨学世話クラブ・カウンセラー依頼
状が届いております。

　〔大学別内訳〕
　　佐賀大学　　　　　新規　5名
　　長崎外国語大学　　新規　1名
　　長崎大学　　　　　新規　3名　
　　長崎県立大学　　　新規　1名（佐世保）
　　長崎総合科学大学　新規　1名
　　活水女子大学　　　新規　1名
　　長崎国際大学　　　新規　1名
　世話クラブとしてお引受け返事　2月10日迄

７．第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　地区大会実行委員長 山﨑　　弘さん
　�2013-2014年度�地区大会コ・ホストクラブに
ついて（お願い）

　 2014年4月11日㈮～13日㈰ ご協力をお願い
いたします。

８．第2740地区　地区会計長 小田　計吾さん
　2013-14年度地区資金(後期分)送金のお願い
　送金期限：2014年1月31日㈮

９．彦根RC 会長　森　　育男さん
　�クラブバナー画像の提供および週報への掲
載許可のお願い

　　1月31日までに返信
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　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会　　　　　　
　
■西

にしむら

村　一
かずよし

芳さん
　㈱西九州新生活センター
　代表取締役社長
　推薦者：安部　直樹さん
　　　　　福田　金治さん
　　　　　古賀　　巖さん
　カウンセラー：安部　直樹さん
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

■大
おおがみ

神　吉
よしふみ

史さん
　アドウィン株式会社
　代表取締役社長
　推薦者：梅村　良輔さん
　　　　　佐保　　榮さん
　　　　　石井　正剛さん
　カウンセラー：梅村　良輔さん
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会
　　　　　　　ローターアクト委員会　
　　　　　

 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー事務総長
 　ジョン･ヒューコさん
　「�2012-13年度�国際ロータリーとロータリー
財団の年次報告」

　 ロータリーの財務に関する詳しい情報を必
要とされる場合は、監査済みの財務報告書
をダウンロードしてご覧ください。

２．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
　�2014-15年度�ゲイリーC.K.ホァンRI会長年
度のテーマ

 「 ロータリーに輝きを」（Light Up Rotary）

３．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2014年1月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（12月：100円）です。

４．（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
　「 ハイライトよねやま166号（2014年1月14日

発行）」が届いております。

幹 事 報 告
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算に対して7,342千円、上半期の収支は、約
242千円、収入が支出を上回っております。
　特別会計につきましても、帳簿、通帳等を
確認の上、この資料に記載されている通り、
相違ありません。以上で、会計報告を終了致
します。

■親睦活動委員会　委員長 木村　公康さん
長寿祈願祭及び祝賀会のご案内
　2014年1月29日㈬
　11:00　亀山八幡宮～
　　　　 祈願祭
　12:30　例会
　18:30　玉屋 7F　祝賀会
　60名以上のご出席予定です。
　お忘れなきように、宜しくお願いします。

■出席・例会委員会 委員長　黒木　政純さん
創立記念日例会出席のお願い
　来る2月19日㈬は、佐世保RC
の創立記念日例会を夜6時半よ
り、アイトワで行うようになっ
ています。
　炉辺会合ということで、創立記念日にふさ
わしい夜例会にしたいと考えています。
　つきましては、この例会の出席100%を目指
していきますので、皆様万難を排して出席い
ただくように、よろしくお願いいたします。

（炉辺会合とは、毎週の例会以外に開く特別会
合のひとつで、決められたテーマについて食
事をとりながら議論を深めていく集会です。）

長崎国際大学
下田　耕一さん、劉　雲楓さん
岩元千華子さん、陳　　潔さん
木下　正史さん（長崎県立大学）

グローバル人材育成プロジェクトについて
　本日は、貴重な時間をいただきましてあり
がとうございます。私たちは、長崎国際大学
の「長崎発グローバル人材育成プログラム」
で活動している学生です。私たちの活動にご
理解とお力添えをいただきたく、お伺いいた
しました。

10．ふれあいランニング実行委員会
　　共催：佐世保自衛隊後援会
　ふれあいランニング2014�第 1回ご案内
　日時／2014年3月1日㈯
　会場／陸上自衛隊相浦駐屯地
　種目／5km、10km
　募集期間／1/6㈪～2/7㈮
　参加費／500円
　 申し込み先／往復ハガキ：〒858-8555 佐世

保市大潟町678　陸上自衛隊相浦駐屯地広報
室宛

　 往信裏面①名前②年齢、性別③〒番号住所
④参加種目⑤連絡先(携帯番号)

11．社会福祉法人 長崎県障害者福祉事業団
　　障害者支援施設つくも苑　施設長 
 佃 　　晃さん
　機関誌「展海」第143号が届いております。

 幹事　増本　一也さん
　先日のクラブ協議会で、報告しておりませ
んでした上半期の決算報告をさせて頂きます。
　会計の井手孝邦さんは、12月で無事退院さ
れましたが、まだ現在は自宅療養中という事
で、今回の上半期決算は、石井会長と私で進
めさせて頂きました。
　上半期予算と大きく違っているところだ
け、千円単位で報告させて頂きます。
　まず、収入の部では、皆様のご協力で新会
員が増えた関係で、特別会計繰越金を除いた
ところで、223千円、それを含めれば、624千
円の増収となっております。
　支出の部分では、支出項目2・クラブ奉仕・
管理運営委員会の中の親睦活動費に、12月に
開催されました忘年家族会の会費が未計上
で、1月に計上されますので、この予算は、多
少オーバーしてくると思われます。
　あと、予算と大幅に違っているのが、項目
9・雑費の中の慶弔費です。
　明細として香典4件、初盆4件、お祝い1件
で、計160千円の支出となっております。
　その他に予算に計上してなかった支出とし
て、ガバナー事務所よりフィリピンへの義援
金の要請があり、74千円送っております。
　全体として、収入合計が、予算7,361千円に
対し、7,584千円、支出合計が、7,358千円の予

上期決算報告

委員会報告

その他の報告



円田　　昭さん、米倉洋一郎さん
古賀　　巖さん、髙瀨　宏滋さん
梅村　良輔さん、武井　洋一さん
黒木　政純さん、松尾　慶一さん
大神　邦明さん
　本日入会されました、池田真秀さん、大神
吉史さん、西村一芳さん、吉田秀樹さん、新
入会員4名の入会を歓迎します。

安部　直樹さん
　春高バレーでは、お陰様で優勝することが
出来ました。又、本日はグローバル人材養成
の為の、留学生のインターンシップ宜しくお願
いします。

安福鴻之助さん
　中村徳裕さんの台南の話、楽しみにしてい
ます。

福田　金治さん
　先日の台南訪問の時のゴルフコンペにて優
勝いたしましたのでニコニコします。ちなみ
にダブルペリアにての優勝でした。

川口　博樹さん
　先日の台南RC60周年の訪問に際しまして
は、当社西肥バス旅行社をご利用いただきあ
りがとうございました。今後ともよろしくお
ねがいします。

事務局　山田たか子さん
　この度の台南RC創立60周年記念式典に皆様
と訪問させて頂きまして、ありがとうござい
ました。まずは、旅行中なかなか気が行き届
きませんでしたので、お詫び申しあげます。
　台南RC会員と奥様方の2日間にわたる「お・
も・て・な・し」に感激いたしました。
　式典がはじまる前に、会員の奥様とお話し
する機会がありました。この方は台南RCでは
一番の永年会員で44年在籍、1977～1978年会
長のTOYS様の奥様でした。80歳を過ぎてお
られる方ですが、日本語は今も忘れないよう
にとNHKのテレビで勉強されていらっしゃる
そうです。
　お話の中で「台南RC会員も夫人の私達も佐
世保RCには、特別な思い入れがあるのです。
60周年に来て頂いて大変嬉しいです」と言っ
て頂けましたので、お伝えいたします。
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　初めに、「長崎発グローバル人材育成プログ
ラム」の事業の目的についてご説明いたしま
す。それは「日本人学生と留学生の共修・協
働により多文化理解能力を基盤にして、現場
力を持った人材育成を目指す」というもので
す。その中身には4つの柱があり、それは、語
学支援・学習支援・社会貢献活動・インターン
シップです。語学支援には語学力の向上、学
習支援には学びあい、社会貢献活動にはボラ
ンティア活動で実践力を高める、そして、イ
ンターンシップには企業の支援により就業体験
をする、といった目的があります。この4つの
中で、最も大きな柱であり、本日お願いいた
したいインターンシップについてお話します。
　私たちは企業の協力を得て、インターンシッ
プをすることにより、社会で必要とされてい
る、課題を解決する能力を養いたいと考えて
います。また、責任感、自立心の向上、さら
に、個人の実践力、チームの現場力といった
スキルも身に付くよう努めていこうと思いま
す。なお、インターンシップは8月9月に2週間
実施し、来月2月に受け入れ先企業に職員・学
生でお願いにうかがう予定です。ただいま、
ご出席のRCの会員の皆様の企業・事務所でも
私たちのインターンシップをお引き受けいただ
き、就業体験の場をご提供いただけないでし
ょうか？私たちのインターンシップについてご
理解とお力添え賜りますようにお願いいたし
ます。また、お
手元に配布して
おりますパンフ
レットは、後程
ぜひご覧くださ
い。本日はご清
聴ありがとうご
ざいました。

 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、円田　三郎さん
安部　直樹さん、福田　金治さん
中島　祥一さん、池田　　豊さん
川口　博樹さん、木村　公康さん
遠田　公夫さん、玉野　哲雄さん
山縣　義道さん　長島　　正さん
圡井　弘志さん、森　　信正さん

ニコニコボックス



　台湾への出発と同時に、飛行機、新幹線、
バスの中と楽しい道中でした。米倉様、留守
中ありがとうございました。

河原　忠徳さん
　本年、初の例会出席です。おかげ様をもち
まして、天候にも恵まれ大変多くの皆様方に
ご参拝頂き感謝申しあげますと共に、皆様方
にとりまして本年も何事も「うま」くいく良
き年となりますことを願い、ニコニコさせて
頂きます。
　来週は、皆様方のご参拝をお待ちしており
ます。

田中　信孝さん
　出席100%表彰ありがとうございました。

『台南RC創立60周年訪問団報告』

　国際奉仕・姉妹クラブ委員会
　　委員長　中村　徳裕さん
　姉妹クラブ台南RCの創立60周
年記念式典へ、32名の訪問団を
結成し、1月9日から12日まで、
台湾（中華民国）に行ってきました！
　初めて行った感想は、台南扶輪社の皆様に言
葉で表せないほどの大きな歓迎をしていただ
き、1970年に姉妹締結して以来、先輩方が築
きあげてこられた親睦と友情の絆の大きさに感
謝と感激をした次第です。
　台湾には、1895年から1945年まで日本の統
治下だったという歴史があり、昭和ひとケタ生
まれの方々は完全な日本語を話されます。ま
た、台湾では日本とのかかわりの歴史の良い面
をしっかりと教育し続けていることもあり、ま
ったくアウエー感を感じることなく過ごせる、
快適な関係の国でした。

　今回参加されていない会員の皆様にも、次の
機会には是非参加したいと思っていただけるよ
うに願いながら、今回の旅行記を写真でご紹介
します。
　また、報告の後半は遠田公夫パスト会長によ
る、楽しいエピソード漫談です。（この部分は
あまりに楽しすぎる内容のためオフレコとなり
ました）

＊台南扶輪社創立60周年祝賀訪問団　参加者＊
１．2013-2014年会長 石井　正剛
２． 夫人　石井　佳子
３．1997-1998年会長 池田　　豊
４． 夫人　池田　秀子
５．2002-2003年会長 福田　金治
６． 会員　玉野　哲雄
７．2006-2007年会長 中島　祥一
８． 夫人　中島　和子
９．2007-2008年会長 大神　邦明
10． 長子　大神　幸弘
11．2008-2009年会長 遠田　公夫
12． 夫人　遠田　光代
13． 遠田公夫 令嬢　平畑　映美
14． 遠田公夫 令嬢　平畑　真美
15．2012-2013年会長 長島　　正
16 ． 夫人　長島　圭子
17．2014-2015年会長 円田　　昭
18．2015-2016年会長 田中丸善弥
19．2013-2014年副会長 富永　雅弘
20．2013-2014年幹事 増本　一也
21． 夫人　増本　光子
22．2013-2014年副幹事 納所　佳民
23． 会員　木村　公康
24． 会員　加納洋二郎
25．国際奉仕・姉妹クラブ委員長 中村　徳裕
26． 会員　松尾　文隆
27． 会員　松本　由昭
28． 会員　坂本　　敏
29． 会員　前田　勇人
30． 会員　川口　博樹
31． 夫人　川口　順子
32． 事務局　山田たか子

（5）

ニコニコボックス 本日合計 　41,000 円

 累　　計 570,000 円

◇

卓　　話
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新幹線の台南駅に、台南扶輪社の方々が出迎えに来てくださいました！

新幹線の台南駅に、台南扶輪社の方々が出迎えに来てくださいました！

大億ランディスホテルの部屋には、台南扶輪社から贈られた
お土産の「からすみとお菓子」、そして「ネクタイ」が、名
前入りの紙袋に用意され、果物もセットされていました！

9日木曜日の夕刻！
晩餐会の始まりです!!

台南扶輪社の皆様に、心をこめ
たご接待をいただきました！

慣例により、参加者1名につき1万円、総額32
万円のニコニコボックスを、増本幹事より、
台南扶輪社事務局の方へお渡ししました。

ロジャーさん（佐世保RC担当)
元米山奨学生として、東京大学に
留学していたロジャーさん。尺八
での台湾の音楽の演奏は素晴ら
しいものでした。

台南扶輪社創立60周年記念慶典　旅のメモリーズ
2014年1月9日㈭～12日㈰

大億ランディスホテルの快適な部屋で、台南での滞在を楽しみました。
台南扶輪社から贈られた「お土産のからすみとお菓子」、そして「ネクタイ」が、
名前入りの紙袋に用意され、果物もセットされていました！おもてなし！！

9日木曜日の夕刻！晩餐会の始まりです！！

ホストはリーダーさんご夫妻このテーブルのホストはリーダーさんご夫妻 ホストはロジャーさんご夫妻ホストは、今回佐世保ロータリークラブのお世話を
担当してくださったロジャーさんご夫妻

ホストは陳さんご夫妻ホストは陳さんご夫妻、年長者でありながら丁寧にお酌をしてくださいました！
台南扶輪社の皆様に、心をこめたご接待をいただきました！

1月9日㈭

E・S会長と石井会長
E・S会長と石井会長

記念ゴルフ大会で見事「優勝」の福田金治さん

記念ゴルフ大会で見事「優勝」の福田金治さん
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塩のもつ「魔除け、清める」という意
味あいと、365日それぞれの「誕生
日の色占い」を、組み合わせた、365
種類の塩。ディスプレイしたコーナー
は、壮観な眺め。

熱蘭遮城博物館
安平古堡（あんぴん こほう）
鄭成功がオランダから奪還した当時の様子
が学べる博物館

安平古堡

鄭成功がオランダ

から奪還した当時

の様子が学べる博

物館

鄭成功の銅像の前で記念写真

夕遊出張所
1922年の日本統治時代に、製塩や専売
を行う施設として、台南総督府専売局台
南支局が安平という地に作った出張所。

「夕遊出張所」という、
1922192219221922年の日本統治時代に、

製塩や専売を行う施設とし
て、
台南総督府専売局台南支
局が
安平という地に作った出張
所。

塩のもつ「魔除け、清める」という意
味あいと、365日それぞれの「誕生日
の色占い」を、組み合わせた、365種
類の塩。

ディスプレイしたコーナーは、壮観な
眺め。

まとめ買いする川口夫人。

1月10日㈮
午前中はゴルフ組と観光組にわか
れて台南扶輪社のみなさんのお世
話になりました。

オランダが築城したという旧蹟「赤崁楼」（せきかんろう）を見学

台南扶輪社創立60周年慶典　式典 台湾語、英語を交えて、流暢なスピーチで
会場を盛り上げた、佐世保RC 石井正剛会長

台南扶輪社創立60周年慶典　式典

台湾語、英語を交えて、流暢なスピーチで会場を盛り上げた、佐世保ロー
タリークラブ　石井正剛　会長

リーダーさんを囲んで、楽しい
2次会でした。

大変楽しく盛り上がった記念懇
親会にて

台南扶輪社の重鎮 リーダーさん
（昭和8年生まれ）が2次会のホス
ト役を務めてくださいました。

2次会で盛り上がるメンバー
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（今週の担当　目黒　誠之）
 （カメラ担当　佐藤　　淳）

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

＊2月  例会予定＊　

 2月 5日 佐世保警察署 鰐口　達也 様

 2月12日 アンデスの風　
  代表　山崎　和幸 様

 2月19日 創立記念日例会　

 2月26日 佐世保青年会議所　
  理事長　山下　忠則 様

1月11日（3日目）

台北に移動し観光へ。
千と千尋の神隠しのモデルとなった
九份（きゅうふん）の街並み

千と千尋の神隠しのモデルとなった九份（きゅ
うふん）の街並み

1月11日㈯
台北に移動し観光へ。

阿妹茶楼にて、美味しい高山烏龍茶をいただきました！

ここが、千と千尋の神隠しのモデルとなった九份（きゅうふん）の阿妹茶楼ここが、千と千尋の神隠しのモデルとなった
九份（きゅうふん）の阿妹茶楼

蒋介石の偉業を讃える「中正紀念堂」を見学

故宮博物館見学

1月12日㈰

お世話いただいた、西肥バ
ス旅行社の久野部長さん
と、現地ガイドの劉（りゅ
う）さんです。

忠烈祠（ちゅうれつし）
衛兵交代式見学

1月11日は石井正剛会長の誕生日！ 池田豊パスト会長がサプライズのお祝いを披露!!


