
２．厦門交通概況
　⑴ 	空の交通：中国の5大ハブ空港の1つ。

定期便172本。
　　 	厦門空港―大阪空港、厦門空港―成田

空港直行便
　⑵ 	海の交通：コンテナ貨物取扱量が中国

で7位、世界で19位
　⑶陸上交通：高速道路、市内軌道交通

３．厦門経済動向
　⑴ 	2013年度の経済データ
　⑵ 	日本から厦門での投資概況と特徴
　⑶ 	厦門今後の産業推進方向性紹介

４．観光・グルメ
　⑴ 	観光スポット：コロンス島、南普陀寺、

厦門大学と集美学村、環島路、中山路
　⑵ 	グルメ：仏跳墻、海蠣煎、土筍凍、沙

茶麺、花生湯、海鮮料理

５．伝統祝祭日
　⑴ 	端午節：ドラゴンボートレース、粽
　⑵中秋節：	月餅と厦門ならではの博餅（ポ

ーピン）

６．市民生活
　⑴ 	工夫茶
　⑵麻雀
　⑶ 	広場踊り、太極拳、温泉、コンサート、

ゴルフ、ヨット等

　少しでも、厦門のことを気に入っていた
だければと思います。チャンスがあれば、
観光でも、企業進出にでもぜひぜひ厦門に
お越しください。

『魅力的な厦門』
　佐世保市役所国際政策課　

　国際協力研修員　蔡
サイ

鷺
ロ

芳
ホウ

	様

　厦門市と佐世保市とは友好
都市を提携して31年目になりました。私は
佐世保市と厦門とのかけ橋として、市役所
の国際政策課へ研修にまいりました。佐世
保に来て、三か月になって、佐世保のこと
をたくさん教えていただきました。今回は
厦門のことを多くの佐世保の人々に知って
いただきたいと思っています。

1．厦門の概況
　⑴ 	地理：中国の東南部、福建省の南部。

中国 5つ経済特区の一つであります。
台湾海峡を隔てて台湾を臨んでいます。

　⑵ 	総面積：1699.39㎢、海域面積：300㎢
　⑶ 	気候：温帯亜熱帯海洋気候。年平均気

温は21℃前後、温かくて雨が多い。冬
には雪が降らない。

　⑷言語：普通語、閩南語。
　⑸ 	行政区分：6つの行政区と各自の主な

産業。
　　 	厦門本島（思明区、湖里区）：観光、金

融サービス、ソフトウェア；集美区：
機械産業（自動車、建設機械）；海滄
区：生物医学産業（同安区は食品加工、
軽工産業）；翔安区：電子産業（フラッ
トパネル、ＬＥＤ、通信設備）
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　会場／セントラルホテル佐世保
　会費／6,000円
　参加ご希望の方は事務局まで

	 幹事　納所　佳民
１．ロータリーの友事務局
　公共イメージ向上のため広報誌	ROTARY
　　世界と日本　1セット（10冊）500円
　会員勧誘のため広報誌	ROTARY
　　あなたも新しい風に（第6版）
　　　　　　　　		1セット（5冊）400円
　のご案内がきております。

２．ロータリー文庫運営委員会
	 	委員長	藤林　豊明さん
	「	資料目録−総括ダイジェスト版−1998〜
2013」	が届いております。

３．第2740地区	米山奨学委員長
	 	本多　善彦さん
　2014-15年度「米山の集い」開催のご案内
　日時／2014年10月5日㈰　11:00〜14:00
　会場／食楽亭（諫早市）
　出席者／	奨学生、カウンセラー、地区関

係者

４．第2740地区ガバナー事務所
　	ホームページ更新のお知らせが届いてお
ります。

■インターアクト委員会	委員長　田中　信孝
2014-15年度 インターアクト
前期指導者研修会参加報告
　9月13日㈯、2014-2015年度
インターアクト前期指導者研修
会に、西海学園インターアクト
クラブより2年生男子4名で参加しました。
　シーハット大村内のコミュニティーセンタ
ーで13:30より青年奉仕統括委員長挨拶で始
まり、各インターアクトクラブ活動報告、8班
に分かれての分科会では「ボランティア活動
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◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保市役所国際政策課　

　国際協力研修員　蔡
サイ

鷺
ロ

芳
ホウ

	様
◯ゲスト
　佐世保市企画部国際政策課	 島田　裕子様
　西海学園インターアクトクラブ
　	 顧問　林田　明浩先生
	 幹事　綾部　佑希さん
◯ビジター
　北松浦RC	 山口　俊一さん

	 会長　円田　　昭
　朝夕は爽やかな風が秋を感
じさせ、日中の残暑も今年は
あまり厳しくなく過ごし易い
日々が続いております。
　ロータリーの創始者のひと
りでありますポール・ハリスの言葉に「ロー
タリーは時代とともに変わらなければいけ
ない」というものがありました。時代や価
値観の変化に対して順応していく事だと理
解しますが、一方では変えてはならないこ
とに、「超我の奉仕、奉仕の理念（理想）、ロ
ータリーの特色たる職業奉仕、人としての
高潔性、寛容の精神、仲間意識、連帯感、
絆」という言葉もあります。
　私も本年度の運営方針で、新しい試みを
柔軟な考えを持ってやりましょう、と書い
ていますが、実際にはなかなか難しい事
で、前例を踏襲する事になりがちでありま
す。前例にとらわれない柔軟な考えは持っ
ていても、その考えを行動に移すのは大変
な事だと感じておりますが、例会や定例行
事などで仲間意識や連帯感を感じるような
試みをやってみたいと考えております。

〔報告事項〕
◦宮㟢ガバナー歓迎会
　日時／10月1日㈬　午後6時半〜

幹 事 報 告

委員会報告

会 長 報 告

例 会 記 録



■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
　円田　昭さんより、年次基
金へご寄付頂きました。

	 親睦活動委員会　前田　文智
○今月の誕生祝い
　山口　剛史さん（4日）
　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）

	 出席・例会委員会　松本　淳也
○永年会員表彰
　井手　常博さん（30年）
　中島　祥一さん（29年）

○出席100％表彰
　松本　由昭さん（5回）
　松瀬　茂雄さん（2回）
　城島　一彦さん（2回）
　川口　博樹さん（1回）
　岡村　一郎さん（1回）
　河原　忠徳さん（1回）

とは」という題目で話し合いを行いました。
各班の共通認識として
◦自らすすんで活動することの自主制
◦見返りを求めないことの奉仕
◦和をつなげる人とのつながり
がありました。これらの意見を各学校に持
ち帰り、今後の活動を考える「キーワー
ド」にしていくことで会をまとめました。

アンケート：改善点・要望・提案・疑問点・
やってみたいこと・してほしいい事なんでも
よいのでご意見をおきかせください。
（西海学園生の意見）
・高校同士の交流会を行いたい。
・	話し合いで意見が言いにくいので、同じ
高校がいた方がよいと思った。
・	インターアクトについて、見方が変わった。
・	ボランティアについて改めて考えさせられた。

■西海学園インターアクトクラブ
	 綾部　佑希さん
　西海学園インターアクトクラ
ブの今後の活動予定をこの場を
借りて連絡させて頂きます。
9月　 	文化祭に於いて、これ

までの活動である清掃
活動、老人ホーム訪問の報告展示を
行います。

10月　定例会、定例の清掃活動
11月　	定例会、定例の清掃活動、歳末募金の

準備
12月　	定例会、定例の清掃活動、歳末募金、

佐世保地区子供会のボランティア参加

　以上を今年の活動報告として計画を立て
ています。今後もロータリークラブの方々の
多大なるご支援とご鞭撻をよろしくお願い
致します。

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　先週9月10日の「観月例会」には、57名の
出席を賜りありがとうござい
ました。
　残念ながら「月」は間に合
いませんでしたが、盛会のう
ちにお開きができました。
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　永年会員表彰および出席100％表彰ありが
とうございました。

田中丸善保さん、安福鴻之助さん
米倉洋一郎さん、山口　剛史さん
　誕生祝いありがとうございます。

長富　正博さん、古賀　　巖さん
　先週の観月例会に多数のご出席ありがと
うございました。
　古賀副委員長が本日、例会に来るために
上着を着たら、先週の「お月見まんじゅう」
がでてまいりました。

■ロータリー情報・文献記録委員会
	 髙田　俊夫
◯インターアクトクラブ
　インターアクトとは奉仕と
国際理解に貢献する為の、ロ
ータリークラブ提唱の世界的団
体です。
　14歳〜18歳までの青年がインターアクトに
入会できます。
　1962年10月28日に、メルボルン高校にイ
ンターアクトクラブが結成されたのが最初の
クラブです。

◯ローターアクトクラブ
　18歳〜30歳までの男女で構成される団体
です。
　1968年3月13日に米国ノースシャロットRC
の提唱でローターアクトクラブが設立された
のが最初のクラブです。

◯国際青少年交換
　15歳〜19歳（派遣年度1月1日で18歳6ヵ月
未満の方）間での高校生を1学年間交換留学
または交換旅行させるプログラムです。
　この国際青少年交換の事業を日本で最初
に実施いたしましたのは第2740地区の佐世
保ロータリークラブです。

	 親睦活動委員会　古賀　　巖
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん
　本日の卓話ありがとうございます。「サイ・
ロ・ホウ」さんに期待いたします。

井手　常博さん、松本　由昭さん
松瀬　茂雄さん、城島　一彦さん
岡村　一郎さん、河原　忠徳さん
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史

2014～2015年度 テーマ LIGHT UP ROTARY　̶ ロータリーに輝きを ̶
2014～2015年度 R.I.会長 ゲイリー C.K. ホァン （台湾・台北RC）

会　長：円田　　昭　　　幹　事：納所　佳民
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

委　員　松瀬　茂雄 ・ 池本　仁史
　　　　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史

（今週の担当　山口　剛史）
（カメラ担当　中川　知之）

＊10月  例会予定＊

10月１日	 米山奨学生
	 ブイ	チ	ティ	ビックさん

10月８日	 新会員　西村　一芳さん
	 　㈱西九州新生活センター
	 　代表取締役社長

10月15日			（医）祥仁会　西諫早病院
	 　理事長・院長　千葉　憲哉	様

10月22日	 新会員　池田　真秀さん
	 　㈱ホーセイ　取締役副社長

10月29日	 地区職業奉仕委員会　
	 　委員長　駒井　英基さん

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　15,000 円

	 累　　計	 258,000 円

◇

ロータリー３分間情報


