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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。秋真っ盛りで
晴天の日が続きます。
　来る、10月24日㈯は「陸上自
衛隊相浦駐屯地創立60周年記念
式典」です。また、併せて「西部
方面混成団創隊2周年記念行事」
が行われます。そして、次週10月26日㈪には佐
世保商工会議所の90周年、10月29日㈭には「自
衛隊記念日」が海上自衛隊にて開催されます。
其々が歴史を刻み、変化する環境への対応、ま
た急変する国際情勢に対処する、我が国の国防
と自衛隊の活動を理解する絶好の機会です。皆
で平和と安全を考える時間をもてれば幸いです。
　また、10月15日㈭には中央ロータリークラブの
25周年式典・懇親会がホテルオークラさんで開催
されました。芹野幹事と出席してまいりました。
1/4世紀を過ぎて、更に飛躍をしようというクラ
ブ一丸となった意気込みが感じられる式でした。
　10月20日㈫には佐世保市内8RC会長・幹事会
で「合同ガバナー公式訪問歓迎会」が開催され
ました。皆で、太田ガバナーの一日も早いご快
癒を祈念したところでした。
　さて、ガバナー月信10月号を拝見しました。
P18には会員数・出席報告が掲載され第2740地区
57クラブ（1〜10グループ）で平均出席率86.8％、
7月末会員数 2,232名、内女性81名、新人51名、
退会10名との記載がありました。また、2015年
11月13日㈮･14日㈯･15日㈰には唐津で地区大会
が開催されます。
　14日㈯の記念講演は丹羽宇一郎氏（伊藤忠商事
元会長/社長）が講師であります。15日㈰には懇
親ゴルフ大会も予定されているようです。

　更に、2016年5月29日㈰〜31日㈫ ソウル国際
大会の案内もあります。多くの皆様のご参加を
心よりお待ちしておりますとのことです。併せ
て、ご案内致します。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
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 幹事　芹野　隆英
１．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
	 理事長　小沢　一彦さん
◦ 10月米山月間資料（豆辞典）配布のご案内が届

いております。
◦ 奨学会ニュース「ハイライトよねやま187号」が

届いております。

２．第１ゾーンRPIC	 渡辺　敏彦さん
　　第２ゾーンRPIC	 髙野孫左ヱ門さん
　　第３ゾーンRPIC	 岩永　信昭さん
　　第2740地区ガバナー	 太田　善久さん
 「 公共イメージ向上作戦」についてご協力の要

請が届いております。

３．第2740地区	ガバナー	 太田　善久さん
　　　　　　　		副ガバナー	 宮㟢　清彰さん
　　ロータリー財団委員長	 山田　　晃さん
　 ロータリー財団セミナーご出席のお礼が届いて

おります。
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◦21校中10校参加
　 学校行事と重なり参加校が少

なかったので、日程調整が必
要です。

◦ 各学校で活動内容の違いがあ
ることを知ることができた。

　 入部のきっかけ： 生徒会や寮生、オープンスク
ールの部活動紹介、ボランテ
ィア活動への興味関心等

　主な活動： 献血、花壇の整備、施設訪問、募
金活動、国際交流、英会話教室等

　　　　　　 活動内容について資料が準備され
ていた。（2校）

　課題： 部活動と掛け持ちの生徒は両立がむず
かしい。部員増強の方法検討

◦ 発表時間（5分）と設定してあったが、ほとんど
の学校が2〜3分で終わっていた。5分を充分
に生かして欲しい。

◦ グループディスカッションをとおして、みんな
の前で

　　 1. 自己紹介する、2. インターアクトに入っ
たきっかけと目標を自分の言葉で

　　・ 自分の意見をはっきり伝える。(言いたい
ことが言えるようになる。)

　　・ 部員の意見をまとめ、引っ張っていく力
を身につける。

■親睦活動委員会	 委員長　大久保利博
　毎週水曜日に、忘年家族会の
出し物である佐世保RC男声合唱
団の練習をしております。歌に
自信のある方もない方もふるっ
てご参加ください。

 出席・例会委員会　圡井　弘志
◯永年会員表彰
　佐保　　榮さん（32年）

◯出席100％表彰
　髙田　俊夫さん（21回）
　中村　徳裕さん（15回）
　田中　信孝さん（13回）
　松尾　慶一さん（10回）
　髙瀨　宏滋さん（5回）
　田口　恵介さん（1回）

４．第2740地区長崎ローターアクトクラブ
	 会長　入江　修司さん
　�長崎ローターアクトクラブ「創立45周年記念
式典」のご案内が届いております。

　　日　時／2015年11月29日㈰　10:30より
　　会　場／長崎県美術館ホール
　　登録料／6,000円
　　登録締切／11月15日㈰

５．地区ローターアクト	 代表	立石　健悟さん
　「 ローターアクトクラブニュース 9月号」が届い

ております。

 会長エレクト　増本　一也
�2015-2016年度�ロータリー財団
セミナー出席報告
　日　時／2015年10月18日㈰
　　　　　10:00〜16:00
　会　場／唐津市相知交流文化
　　　　　センター
　出席者／会長エレクト　増本  一也
　　　　　R財団委員長　松尾  慶一
　　　　　地区ポリオプラス委員長　溝口  尚則

　10月18日㈰ 松尾慶一（R財団委員長）さんとご
一緒に、地区の財団セミナーに出席してきまし
た。当日は、我がクラブの溝口先生も地区のポ
リオプラス委員長として、壇上でお話されまし
た。各委員会、それぞれ中身の濃いお話だった
と思います。又、VTT（職業チーム交換）とか、
MOU（地区補助金契約者）とか、よく分からない
略語があり、もう少し勉強する必要がありそう
です。2014-2015年度の地区補助金については、
19のクラブで21の事業が決定し、総額51,834ド
ルの金額が決定しています。どんな事業が認可
されたのか、当日の資料を事務局にも届けてお
りますので、皆さんもご参考にご覧ください。
　補助金の決定については、毎年5月末が締め
切りになるそうですから、事業を計画して実行
する為には、年度が2年間にまたがる様です。
ですから、今後の補助金委員会は、次年度との
連携を考えての活動になりそうです。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　田中　信孝
2015-2016年度�国際ロータリー第2740地区
インターアクト前期指導者研修会�プログラム出席報告
　日時／2015年10月17日㈯　13:30〜16:30
　会場／長崎ウエスレヤン大学
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委員会報告

慶　　　祝



 
	 親睦活動委員会　小川信次郎
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
増本　一也さん、吉澤　俊介さん
星　　　裕さん、平尾　幸一さん
　チーさんの卓話に期待して。

古賀　　巖さん、中村　徳裕さん
　先週の金・土・日、YOSAKOIさせぼ祭りを開
催。史上最大の180チームを迎え、市内13会場
に25万8千人にご来場いただき、無事成功裡に
終了しました。皆様にはご協賛をはじめ、様々
な形のお力添えをいただき誠にありがとうござ
いました。

遠田　公夫さん、古賀　　巖さん
松原　　健さん、圡井　弘志さん
　お手元のパンフにありますように、10月31日
㈯･11月1日㈰、アルカス全館にて開催の文化マ
ンス！遠田が実行委員長で、佐世保の文化イベ
ント大集合致します。入場料は無料。
　子供にはピエロのハロウィンステージ、隠れ
キリシタンゆかりの鹿町の演舞、ふるさと紙芝
居、ジュニアコーラス、影絵体験、佐世保バー
ガーがテーマの忍者「バーガージャー」芝居な
どなど、メインは世界的フローリストとジャズ
のコラボ・パフォーマンス、更にはサプライズ
出 演 で 、 世 界 的 な ブ レ ー ク ダ ン サ ー
「TAISUKE」もヨーロッパから駆けつけま
す。お孫さんや奥様と、文化の秋「文化マン
ス」をお楽しみください。
　KTNも応援しています！（松原）
　NCCも応援しています！（圡井）
　古賀広告も応援しています！（古賀）

大久保利博さん
　10月10日㈯の朗遊会において、天気なのか、

ゴルフ場なのか、ナンバーなのか、ダブルペリ
アの為ですが、またライバル木村さんをさしお
いて優勝させて頂きました。ついでにソロプチ
も優勝でした。本当についている10月10日大安
に感謝です。ありがとうございました。それと
誕生祝いもありがとうございました。

森　　信正さん、大神　吉史さん
　誕生祝いいただきありがとうございました。

（先週分です）

髙田　俊夫さん、中村　徳裕さん
田口　恵介さん、田中　信孝さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

『一年間の活動報告』
　米山奨学生
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　皆さん、こんにちは。久しぶり
に私はまたここに立つことができ
ました。今日は前回の卓話以後の活動を報告しよ
うと思います。大きな出来事が七つありました。

　一つ目は、宮崎県都城市にある日本語学校の
依頼で通訳したことです。学校と日本語がしゃ
べられない学生間の誤解を解いて、40人の人生
を救いました。私は「架け橋となる」意味が心
からわかりました。

　二つ目は、県北保健所の依頼で結核の結果を
通訳したことです。人の役に立つことは本当に
うれしいことです。

　三つ目は、就職できたことです。最初、就職
か帰国かを迷いましたが、せっかく日本に来た
のでいろいろな経験をしないともったいない、
と思い就活体験をすることにしました。皆さん
にたくさんのアドバイスを頂いて、自分らしく
面接を受けました。その席で自分が本当に思っ
ていることを全て話した結果、採用してもらえ
たことはとてもうれしいことでした。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　21,000 円

 累　　計 395,000 円

◇

卓　　話



　四つ目は、４年生の必修科目でＳの成績を取
ったことです。長崎国際大学では４年生にも必
修科目があります。しかも先生がとても厳しい
です。落ちたら留年し、就職もできなくなるの
で、私はすごく不安でした。この科目の試験は
あることについて自分の考え方を記述するもの
で、正解がありません。もちろん再試験もあり
ますが、今後の都合で再試験に頼らず、一発で
合格しなければなりませんでした。私はＣでも
良いから合格するよう祈りましたが、Ｓが取れ
て本当にうれしかったです。

　五つ目はヨーロッパに旅行できたことです。
ヨーロッパは私の夢であり、卒論の関連もあっ
て、１年生から貯めたお金で夏休みに１カ月行
きました。視野がさらに広がりました。ヨーロ
ッパに行ってから、日本はとても便利で、周り
の人のことをよく考えてまちづくりをしている
国だとわかりました。日本は体の不自由な人た
ちにも過ごしやすい所だと実感しました。留学
先に日本を選んで良かったと思っています。日
本を選んだことで私の夢がたくさん叶いました。

　六つ目は彼氏ができたことです。彼は７年前
からベトナムの大学の親友で、私以外に私のこ
とがよくわかる人は彼しかいません。日本に留
学してから、彼に対する自分の気持ちがわかっ
てきました。告白したら「君は友達にしかみえ
ない」と断られ、私は「彼をなくすくらいな
ら、ずっと片思いのままでいい」と心に決めま
した。２年後、彼はドイツに留学し、本当に諦
めなきゃならないのかと思いました。けれど
も、今夏ヨーロッパから日本に戻る２日前に、
彼に告白されました。彼もすごく悩んだそうで
すが、信じてみようと思っています。

　七つ目はよさこいに参加したことです。去
年、ボランティアで「YOSAKOIさせぼ祭り」を
見て、好きになりました。今年は友達の頼みで
「禧和魅（きわみ）」という地元のチームに煽り
として参加させて頂き、よさこい初体験ができ
ました。急に頼まれたので練習する時間もな
く、一回だけ練習を見に行って、その後すぐ平
戸の祭りに出ました。ネットで見たよさこいの
掛け声を真似してやりました。そして本番の
「YOSAKOIさせぼ祭り」は忘れられない思い
出となりました。田中丸会長に見に来て頂いた
ことが本当に嬉しかったです。

（4）

（今週の担当：岡村　一郎）
（カメラ担当：上野　好章）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊11〜12月  例会卓話者予定＊

11月 4 日 名誉会員
 海上自衛隊佐世保地方総監
  海将　山下　万

か ず き

喜 様

11月11日 佐世保市観光物産振興局長
  森永　博昭 様

11月18日 ㈱親和銀行
  花高支店 支店長　加藤千由里 様

11月25日 新会員 上野　好章さん
　 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 佐世保支社長

12月２日 年次総会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月4日㈬　17:00〜 
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＊
日時／11月12日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／11月26日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学 食堂

大学  開国祭出店  10月31日㈯、11月1日㈰（2日間）
模擬店（鈴カステラ）で、皆様のご来店をお待ちしております。

＊ 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。

　残り半年も充実するようにやって行きます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

以上

チーム「禧和魅（きわみ）」の演舞
（九十九島パールシーリゾート会場にて）


