
たいと思いますので、どうぞよろしくお願
い致します。

○　ロータリーソング「奉仕の理想」

 幹事　増本　一也さん
１．島原RC 会長 髙木　義和さん
　　創立50周年記念実行委員長
 　高城　明紀さん
　�島原RC創立50周年記念式典並びに祝賀会
のご案内

　日時／平成26年4月6日㈰ 
　　　　登録 12:00～　式典 13:00～
　　　　記念講演 14:55～
　会場／東洋九十九ベイホテル
　登録料／10,000円

■米倉洋一郎さん

「40周年記念事業（1991年4月）」
4月13日㈯ 王 貞治講演会
 （市民会館）
 王 貞治さんのレセプション
 （玉屋）

 会長　石井　正剛さん
　今日の日中は晴天のもと、
幾分過ごし易い一日でした
が、まだまだ寒い日が続いて
おります。今週初めの大雪
は、各地に被害をもたらして
おります。道路に積もった雪の除雪もまま
ならず、孤立した地域も出ているようです。
　立春が過ぎても寒さが続くことを余寒と
言うそうですが、今この時季、三寒四温の
気候に乗って春が待たれる時でもあります。
　人に誕生日があるように、国の誕生日、
建国記念日は2月11日、世界初のロータリー
クラブの誕生は2月23日、佐世保ロータリー
クラブの誕生日は1951年2月21日、63回目の
誕生日です。私達にとっては、大事な3つの
誕生日が同じ月に存在しております。
　今日は、創立記念例会に因み、福田金治
さん、米倉洋一郎さんに、佐世保ロータリー
クラブに関するお話をしていただきます。
その後、皆様との懇親の場を設けておりま
す。座席も各テーブルに各年代の方々にお
座り戴き、親睦を深めて戴くように致しま
した。皆様と一緒に創立記念日をお祝いし
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務一同に患者の声を聞かせて戴きたいとの
要望があり、佐世保RCの数名の会員が講話
を行い、その中の松永市郎元会員が、昭和6
年、当時13歳の少年のころ、父の任地であ
った台湾澎湖島の馬公海軍病院に腸チフス
で入院し、その時、看護婦の「許氏淑」さ
んに40日の間、親身も及ばぬ看護をしてい
ただいた体験談を話されました。
　この講話の後、松永元会員は「許氏淑」
さんに一目会いたいという願望が湧き上が
り、当時の佐世保RCの吉富会長にロータリ
ーの組織を通じて、「許氏淑」さんの消息を
調べてくださいとの依頼をされました。吉
富会長は早速、高雄RCヘ「許氏淑」さんの
消息を調べて欲しいとの文章を郵送されま
した。
　1ヵ月後、台南RCから「許氏淑」さんの
消息が分かったとの連絡が来ました。どう
して、台南RCよりの返事になったかの理由
は、当時台南RCが澎湖島にロータリークラ
ブを設立する計画が進められ、又、スポン
サークラブとしてお世話されていたので、佐
世保RCが発送した書類が高雄RCより台南
RCヘ転送された為でした。
　台南RCよりの返信の内容は「許氏淑」さ
んは健在で、澎湖島水産専門学校の教授夫
人で6児の母として幸福に暮らして居られる
とのことでした。又、偶然にも台南RC 蘇銀
河パス卜会長は、澎湖省立病院長であった
当時、「許氏淑」さんが交通事故で片足切断
の際に執刀医を務めた事がある事も分かり
ました。又、松永さんが台湾で入院された
際の主治医は吉富会長の義兄、小田一昭ガ
バナーだったそうです。
　私はその当時、ローターアクトクラブの会
員でしたが、安部会員と共に1971年に台南
RCを訪問した際、傅再生さん、蘇銀河さん
より大変な接待を受けました。
　この様に佐世保RCと台南RCが姉妹クラブ
を結ぶきっかけは、偶然では説明できない
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4月14日㈰ 友愛の森 贈呈式　8:00
（光月町 コミュニティセンター横グラウンド）

4月15日㈪ 野球教室  10:00
 ラホヤRC 出迎え（白邸）
 台南RC 出迎え（セントラル、富士国際）
4月16日㈫ 台南RCの観光、ゴルフ
 ラホヤRCレセプション（錦）
 台南RCレセプション（寿会館）
4月17日㈬ 物故会員慰霊式 11:00（西方寺）
 例会  12:30　（玉屋7階）

（ラホヤRC、台南RC 合同例会）
 40周年記念式典  16:00（玉屋8階） 
 祝賀会  18:00（玉屋7階）

1990-1991会長　松尾　恒司さん
　　　　  幹事　安福鴻之助さん

…………………………………………………………

■福田　金治さん

「佐世保RC創立記念例会卓話」

⑴ �佐世保RCが日本及び地区で
初めて行った奉仕事業

① 国際青少年交換事業を日本で初めて実施
する。

 （ 1962年2月9日よりオーストラリアヘ1年間
2名派遣）

② 財団奨学生の派遣を第2740地区で初めて
実施する。

③ 第2740地区での第1回 RYLAを佐世保RC
がホストで行う（1980年5月17日～19日 飯
盛山「親和の森」）。 この時は私も佐世保
RCの会員でしたので参加しました。当初
はRC会員もテントで寝る様になっていま
したが、体育館に変更になったのを憶え
ています。

⑵ �台南RCと姉妹クラブ締結に至った経過に
ついて

　1969年に、元会員の友廣会員が経営され
ている同仁会病院の増築を機会に、病院勤



　その様にして色々な行事に参加する内
に、ロータリー活動に段々興味を持つ様に
なり、自分から積極的に参加する様になり
ました。ロータリーは「YES」か「はい」
しかありませんので、色々な役職につく様
になり、必要にせまられて「クラブ定款」
「クラブ細則」「手続要覧」を勉強する様
になりました。
　人生の大半をロータリーと共に生活して
きた私にとりまして、もしロータリーと出
会わなかったら、今とは全く違った人生を
歩んでいたと思うし、私が現在お付き合い
させて頂いている友人の方々も違った方に
なっていたと思います。
　この中には自分の意志ではなく、勧めら
れて入会された方もおられると思います
が、ロータリークラブは自分が積極的に参
加すれば、それに見合うだけの報酬が有り
ます。
　どうぞ今後もロータリー活動を末永く続
けられ、自分の人生をより良いものにして
ください。

様な力が両クラブを結び付けたのではない
でしょうか。
　その後、松永元会員は、この経過を感謝
を込めてロータリーの友1970年1月号に「外
国人の尋ね人」の題で投稿されました。
「許氏淑」さん探しを契機として、台南RC
との姉妹クラブ締結の気運が高まり、1970
年3月11日に台南RCの蘇銀河パスト会長夫
婦が、京都地区大会の帰途、佐世保RCを訪
問され、引き続き1970年5月に国際RC大会
に出席された台南RC傅再生パスト会長夫妻
も来佐されるに至って、両クラブの姉妹ク
ラブ締結が本決まりとなり、1970年11月20
日に台南市内にあります臨海大飯店におい
て、両クラブの記念すべき姉妹クラブ締結
式が行われました。その時の当クラブ訪問
団のメンバーは、岡田会長、友廣幹事、小
出、佐保（新）、井手（弘）、相良（礼）、吉
富、松永、田中（瑞）、中村（大）会員でし
た。松永元会員は、1970年11月20日に姉妹
クラブ締結式に参加された際、「許氏淑」さ
んと40年ぶりの再会を無事果たされました。
　姉妹クラブ締結後、両クラブの交流は頻
繁に行われ、2014年1月現在で、佐世保クラ
ブが訪問24回、台南クラブの訪問は16回と
なっています。

⑶ロータリークラブに入会して
　私は23歳でローターアクトクラブに入会し、
30歳の時に佐世保ロータリークラブに入会
させて頂きました。
　私が調べた範囲では、佐世保ロータリー
クラブで入会年齢が一番早いのは、私の30
歳と6ヵ月、次が田中丸善保会員の31歳と7
ヵ月となっています。若かったので先輩会
員にロータリーについて細かく指導して頂
きました。その当時は新会員研修会は3回受
講が義務で、3 年間はクラブの行事、地区の
行事には必ず出席しなければなりませんで
した。
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＊3月  例会予定＊

 3月 5 日 新会員卓話 田頭　愼一さん

 3月12日 財務省 長崎財務事務所
  所長　甲木　一也 様

 3月19日 料理研究家 脇山　壽子 様
（長崎市在住）

 3月26日 黒髪山大智院
  　住職　草津　栄良 様
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（今週の担当　長富　正博）
 （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 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

司会　増本一也幹事

お開き　富永雅弘副会長

お祝いのお話　松尾弘司さん

ソングリーダーは髙田俊夫さん

恒例の「手に手つないで」の斉唱の後、お開きとなりました。

祝宴祝宴

祝宴

祝宴

　63回目の誕生日のお祝いに、バースデーケーキを用意しました。
石井正剛会長、松尾弘司 第30代パスト会長、円田三郎 第39代パスト
会長、田中丸善保 第42代パスト会長、武井洋一 パストガバナー（第
46代パスト会長）、池田　豊 第47代パスト会長にローソクの火を消
して頂きました。


