
◦ 北京、上海等の大都市から遠く離れた“自由闊
達”な経済・社会が魅力。

◦ 香港を利用した電機・電子部品の国際的集積地
として大いに発展。

③2007〜2010年　香港　
◦ 商工中金 香港駐在員事務所 次席駐在員（所

長、次席、秘書の体制）
◦ 香港の中心部に立地。事務所、アパートとも東

京より高い家賃。
◦ 仕事は香港・中国５割、アセアン５割。タイ、

ベトナム、インドネシア等出張。
◦ 日本企業による中国一極集中から「China + 1」

への動きに乗る。
◦ 香港返還から10年。徐々に「香港の中国化」を

感じる。
④2010〜2012年　バンコク　
◦ タイ国の政府機関；BOI（タイ王国投資委員会）

７代目駐在員として派遣。
◦ 企業の投資プロジェクトに対して恩典を付与。

日系企業からの相談対応。
◦ 自動車（完成車・部品）産業等の集積を背景に

情報・金融ニーズ隆盛。
◦ 独自の拠点設立機運高まる。2012/8 バンコク

事務所開設準備委員。
◦ 2010/4 赤シャツ騒乱、2011/10 大洪水を経験。
⑤2012〜2014年　バンコク
◦ 2012/9 バンコク駐在員事務所 初代所長に就任。
◦ 担当エリアはアセアン10か国、インド、バング

ラディシュ等。
◦ 「事務所」「BOI」「バンコック銀行」の三頭体

制。アセアンへの注目度急上昇。
◦ 後ろ髪を引かれつつ、2014/7/31 帰国。
　8/1 佐世保へ。

『アジアとともに』

　新会員　田口　恵介	さん
　　　　　　　㈱商工組合中央金庫
　　　　　　　佐世保支店　支店長

◯商工中金　国際業務の概要
　「海外事業サポート業務」と「外国為替業務」の
二つに分かれる。国内外の拠点で、海外事業サポ
ート業務のうち、海外の投資環境等の情報提供や
海外進出資金の融資、外国銀行への保証業務等に
従事。特に中小企業の海外展開が盛んになる中
で、海外現地法人による直接の資金調達ニーズが
増加。中国やタイでは、取引先の海外現地法人が
現地の銀行から資金を調達する際の調整や保証業
務にあらたなビジネスを見出していった。

◯海外駐在時の時代背景等
①1996〜1997年　上海　
◦ 長崎支店に5年間勤務の後、㈶日中経済協会
（通産省【当時】の外郭団体）に出向。「東京１
年、上海１年」のコース。

◦ 1年間の上海単身生活。ホテル住まい。
◦ 日本企業の上海視察支援、開業式典参加、現地

情報収集。
◦ 中国の「改革開放」黎明期。日本企業の中国進

出本格化。
②2002〜2004年　深圳
◦ 東京三菱銀行深圳支店に出向。業務を通じて中

国での銀行業務を習得。
◦ 香港に隣接した経済特区。当時「中国一治安の

悪い都市」として有名。
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◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん
　　　　　　　 柳田　昌洋さん

 会長　円田　　昭
　本日は穏やかな天候に恵まれ、
亀山八幡宮にて無事に長寿祝いの
祈願が出来ました事を喜ばしく思
います。卒寿、傘寿、喜寿、古
希、還暦と11名の方々の更なるご
健康とご活躍を厳粛な雰囲気の中で祈願いたしま
した。
　この長寿のお祝いは中国の儒教の年長者を敬う
思想から始まり、日本には平安時代に伝わったそ
うです。貴族の間で盛んに行われるようになり、
鎌倉時代の頃から現代のような形になって
61､70､77､80という年齢で祝うことが人生の中の
一つの行事として広まったということです。
　夜は玉屋7階 文化ホールで祝賀会を行います
ので、皆様の出席を宜しくお願い致します。
　昨今テレビのニュースではイスラム国での事件
が中心に伝えられています。争いもなく、明日の
食べ物、明日の命を心配をすることもなく安心し
て住める平和な日本という国のありがたさを感じ
ております。これは私達の先祖、先輩のお蔭であ
ると思っております。

 幹事　納所　佳民

１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年2月のロータリーレートは、
　1ドル＝118円（1月＝118円）です。

２．地区ガバナーエレクト	 太田　善久さん
　2015-2016年度 ポリオプラス委員会委員長
　溝口尚則君 推薦のお礼

３．地区ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　地区米山記念奨学委員会
	 	委員長　本多　善彦さん
　 米山奨学生 世話クラブ･カウンセラー継続のお

願い

４．地区ロータリー財団委員長	 山田　　晃さん
　　補助金委員長	 西川　義文さん
　1月25日㈰ 地区補助金セミナーご出席のお礼

５．2014-15年度	第2740地区	地区大会事務局
　 1月末日をもちまして、地区大会事務局閉鎖の

お知らせ

６．2014-2015年度	IM実行委員会
　　ホストクラブ　佐世保北ロータリークラブ
	 会長　大鳥居　宏さん
　　	 実行委員長　緒方　信行さん
　�インターシティ･ミーティングご参加についてお
願い

　① 当日ご参加の会員の皆さまは、「ネームプレ
ート」をご持参ください。

　② 当日のプログラムと講師著作「ロータリーの
心と原点」につきましては受付にてクラブご
とにご用意

　③ 懇親会は館内別会場となっておりますので移
動をお願い致します。

７．地区ローターアクト代表	 吉井　将平さん
　 「ローターアクトクラブニュース12月号」が届

いております。

８．佐世保東ローターアクトクラブ
　 インターシティミーティングのお礼が届いており

ます。

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

■補助金委員会	 委員長　中村　徳裕

ロータリー第2740地区
補助金セミナー報告
　平成27年1月25日㈰ 10時30分よ
り諫早文化会館で開催された、補
助金セミナーに、ロータリー財団
委員会担当 円田浩司理事と、補助金委員会委員
長 中村徳裕の 2 名で出席してきました。
　この補助金セミナーは、補助金を使おうとする
ロータリークラブは必ず出席しないと、補助金を
使う権利を失うという、強制力を持たせたセミナ
ーです。
　この会議の中で、我が佐世保RCの溝口尚則さ
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んが、地区ポリオ・プラス委員長として登場し、
スピーチされました。まず、諫早北RCのチャリ
ティーゴルフで224,000円の寄付を集めていただ
いたと、感謝を述べられました。続いて、ポリオ
撲滅のための歴史を披露されました。
　
【地区補助金の申請の仕方について】
　次年度の事業についての地区への補助金申請
は、2015年2月1日から3月31日までの間に申請提
出が必要です。その上で、地区補助金の本部へ5
月中旬に申請。遅くとも6月までに出さないと間
に合わないそうで、承認は8月しかおりず、それ
以前に使った費用は認められないという制約があ
ります。
　また、事業の完了と報告については、翌年の3
月には報告書が必要です。すなわち2月には終了
する事業でなければ申請に適さないというスケジ
ュールとなります。従って8月から2月にかけて
行える事業でなければ、対象になりません。申請
は年に1回、WEBでしかできないという厳しい
スケジュールです。
　
【補助金に関する取り決めごとについて】
◦ 毎年行われているプロジェクト（同一プロジェ

クト）は 2 回の申請はできない。相手を変えれ
ば最長 3 回まで申請できる。

◦ 複数クラブでの合同申請も可能
◦ 地区資金の総額が20万円以下で、クラブでの

自己資金が50%を超えていること。
◦ 実質的な全体予算額は350万円
◦ クラブの寄付金額状況によってその金額の増減

も図っている。基本は１事業20万円だが、増
減は有り得る。

◦ 単なる環境保全活動では対象とならない。活動
を通じて、新たな交流や、教育活動、リーダー
育成の企画になること。

◦ 弁当や、懇親会の費用は対象とならないので、
クラブの予算の中から支出しておけばよい。

◦ 物品の寄贈だけでは対象とならない。一緒に研
修会を実施するとか、指導をするなどの活動が
必要。

◦ 募金活動は不可。
◦ 事業内容としては、委員会単位くらいでロータ

リアンが汗をかく参加状況というものも必要。
◦ 広報活動も記載が必要。
◦ ロータリアンが事業に関わっている場合は、利

害の対立に関する報告も必要。
◦ 通帳も新しく口座開設する必要がある。
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◦ ２名の担当者のサインをしてからしか出金でき
ない。

◦ 利子で増えた分は、クラブ負担分で処理し、返
金必要がないように処理すること。

◦ 毎月の通帳のコピーをもって残高証明書の代わ
りとする。【集計の管理】

◦ 購入した品物の管理【購入品管理票】
　など、厳しい管理が求められます。

■親睦活動委員会	 　古賀　　巖
　本日18:30より玉屋７階文化ホ
ールにおいて、長寿祝賀会を行い
ます。皆様のご出席をよろしくお
願いします。

■出席･例会委員会	 米倉洋一郎
　2月18日㈬は創立記念例会で、
夜にレオプラザホテル佐世保にて
行います。100％出席をめざして
出席委員会は、がんばっていま
す。多数の方のご出席をよろしく
お願いします。

	 親睦活動委員会　前田　文智
○結婚記念月のお祝い
　松本　由昭・洋子　さん ご夫妻（11日）
　髙瀨　宏滋・まり子さん ご夫妻（18日）
　田中丸善保・栄子　さん ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　さん ご夫妻（31日）

	 親睦活動委員会　城島　一彦
佐世保南RC　太田　博道さん
　いつもお世話になります。ゴルフのツキイチよ
りずっと速いペースです。

慶　　　祝

ニコニコボックス



髙瀨　宏滋さん、田中丸善保さん
米倉洋一郎さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

井上　斉爾さん
　永年表彰ありがとうございました。

山下　尚登さん
　誕生日祝いの「本陣」純米吟醸酒ありがとうご
ざいました。

＊2月  例会予定＊

 2 月11日 祝日休会

 2 月18日 第64回創立記念日例会
 　大神　邦明パスト会長

 2 月25日 Ｒ奉仕プロジェクト委員会委員長
 　黒木　政純さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月18日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
第112回例会（役員交代式）
日時／2月21日㈯（時間は調整中）
会場／広田地区公民館（予定）

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。
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（今週の担当　山口　剛史）
（カメラ担当　岡村　一郎）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

佐世保南RC　柳田　昌洋さん
　新年、あけましておめでとうございます。久し
ぶりのメークアップにお邪魔いたしました。

井上　斉爾さん、岡　　英樹さん
佐々木秀也さん、福田　金治さん
黒木　政純さん、髙田　俊夫さん
山下　尚登さん、遠田　公夫さん
平尾　幸一さん、溝口　尚則さん
　本日、長寿祈願をして頂きありがとうござい
ました。

河原　忠徳さん
　本日は、ご参拝頂きありがとうございました。
本年も、皆様方にとりまして良き年となりますこと
を願っております。本年も宜しくお願い致します。

松本　由昭さん
　当行の新春懇親会が、佐世保ロータリークラブ
の長寿祈願祭と重なってしまい、円田会長はじめ
会員の皆様には大変ご迷惑をおかけしておりま
す。長寿祈願祭が楽しく盛大に開催されることを
ハウステンボスより念じております。
　私も来年は還暦を迎えますので、来年はこの
様な事態に陥らない様に万全を期したいと思っ
ております。その際は長寿祈願よろしくお願い
いたします。

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、木村　公康さん
大久保利博さん、松本　淳也さん
米倉洋一郎さん、円田　浩司さん
古賀　　巖さん、山口　剛史さん
松原　　健さん、前田　文智さん
小川信次郎さん、平尾　幸一さん
川口　博樹さん、河原　忠徳さん
大神　邦明さん、山縣　義道さん
福田　金治さん、下田　弥吉さん
有薗　良太さん、加納洋二郎さん
増本　一也さん、山下　尚登さん
大神　吉史さん、吉田　英樹さん
橘髙　克和さん、長富　正博さん
中村　徳裕さん、松尾　慶一さん
城島　一彦さん、岡村　一郎さん
遠田　公夫さん
　田口さんの卓話に期待して。

ニコニコボックス 本日合計 　52,000 円

 累　　計 736,000 円

◇

歌の時間
	 ソングリーダー　髙田　俊夫

「汽車」合唱


