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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。日本列島を寒
波が襲う週の初めとなりまし
た。各地で降雪による交通機関
の被害が発生、特に関東地域で
は通勤に大混乱が生じました。
ようやく真冬の到来です。恒
例の大学入試センター試験も1月16･17日で行
われ、長崎県では5,696人の学生が受験しまし
た。入試に向け力が入るこの時期です。
　その中で、昨日1月18日に佐世保市内 8 RC	
会長･幹事会が開催されました。私と芹野幹事
で出席しました。主な内容は各クラブの会員増
強･現況についてでした。現在、南RCは73名、
東RC21名、西RC24名、北RC43名、中央RC44
名、東南RC25名、HTB/RC23名です。各クラ
ブとも同様に新入会員の増強に苦心されており
まして、「会長が本腰を入れてやる」「新会員
を通じた人脈をつくる」「体験入会を勧める」
「全員で取り組みたい」「女性会員をさらに増
やしたい」などの意見が交換されました。我々
佐世保RCは期首73名、前期入会3名、退会者
1名、お亡くなりになられた会員1名で12月末
74名です。後期に1名入会され現在75名です。
やはり、皆さんと協力して、引き続き会員の増
強を推進しなければと痛感して参りました。ど
うか、よろしくご協力ください。
　なお、当日は大神ガバナー補佐もご出席、
賀寿者	佐世保西RCの岩崎邦臣会長の傘寿と佐
世保東RCの鶴㟢耕一幹事の古希のお祝い、年
初のご挨拶を頂きました。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
　元長崎国際大学RAC	2010-2011年度会長
	 松永　夕加	様

	 幹事　芹野　隆英
１．台南RC
　年賀状が届いております。

2．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
	 事務局長　岩邉　俊久さん
　「	（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190号★」が届いてお
ります。

３．日台ロータリー親善会議
	 　総裁　板橋　敏雄さん
　	　第5回日台ロータリー親善会議	実行委員会
		 実行委員長	柳生　好春さん
　		 （RI第2610地区ガバナー）
　第5回日台ロータリー親善会議のご案内
　日時／2016年6月5日㈰　14:00〜	式典
　会場／石川県立音楽堂コンサートホール
　懇親会／18:00〜	ホテル日航金沢
　登録期限／平成28年2月29日㈪必着
　	該当地区ガバナー事務所取り纏め経由し、
登録します。
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４．大村RC
　週報No.20〜22が届いております。

５．海上自衛隊	佐世保地方総監
	 　海将	山下　万喜	様
	「佐世保音楽隊第44回定期演奏会」ご案内
　日時／2016年3月3日㈭　18:30〜20:30
　会場／アルカスSASEBO

6．	陸上自衛隊西部方面混成団長兼相浦駐屯地
司令部

　	機関紙「つくも」が届いております。ご希
望の方はお持ち帰りください。

■ローターアクト委員会	 髙瀨　宏滋
　国際ロータリー第2740地区
　ローターアクト
　インターシティミーティングの
　ご案内
　　日時／2016年1月23日㈯
　　　　　10:30〜15:30
　　　　（10:00〜受付開始）
　　会場／長崎国際大学
　	講話者に遠田公夫さんをお迎えします。皆
様のご参加をお待ち申しあげます。

■親睦活動委員会	 大神　吉史
　長寿祈願祭並びに祝賀会の
　ご案内
　日時／2016年1月27日㈬
　会場／11:00		祈願祭･記念撮影
　　　　　　　	亀山八幡宮
　　　　12:30		通常例会　佐世保玉屋8階
　　　　18:30		祝賀会　佐世保玉屋8階文化ホール
　会費／出席者（記念品代含む）	12,000円
　　　　※当日会場で頂きます

ロータリー情報・文献記録委員会	 松本　由昭
ロータリーの友	 2016 	 1月号	
VOL.64	NO.1		P64（P13）「友愛
の広場」をご紹介いたします。

「二つのクラブに入会して」
浦和東　舘田　正登

　2011年7月、私は第2840地区（群馬県）太田ロ
ータリークラブ（RC）に入会しました。社会奉
仕活動、職業奉仕活動など、初めて体験する
活動ばかりで、あっという間に 4年間が過ぎ
ました。ロータリアンとしての5年目をどんな
年にしようか、と気持ちを切り替えていた矢
先に、サラリーマンの宿命である転勤の辞令
が舞い降りて、昨年6月末、断腸の思いで退会
しました。
　が、なんという幸運でしょう。異動先の埼
玉県で、浦和東RCに入会して活動するよう引
き継ぎがあったのです。小躍りしたい気分で
入会届に記入、提出し、7月に新任地に着任し
ました。すぐには入会できず、太田RCでの楽
しかった例会を思い出しながら寂しい三週間
を過ごした後、晴れて7月最終例会で浦和東
RCに入会、身の引き締まる思いで佐藤正行会
長からロータリーの徽章を着けてもらいまし
た。元国際ロータリー理事の北清治会員をは
じめ、会員の皆様に温かく迎えていただき、
感謝の気持ちでいっぱいです。
　浦和東RCでは、新会員が入会すると、会員
増強維持委員会主催による全会員参加の大歓
迎会を開催します。これは、単なる懇親会で
はなく、早くクラブに解け込んでほしいとの
心遣いから、新会員がテーブルを回りながら
10〜15分で懇談する、という趣向。テーブル
に着くやいなや、「舘田会員の入会を祝してカ
ンパ〜イ！」と大きな声で大歓迎。なんと6つ
のテーブル全てで歓迎していただき、これに
は大感激でした。また、名前と顔が一致する
ようにと、名札を用意して胸に貼って談話す
る、といった配慮。これほどまでに温かく迎
えられたことはありません。
　テーブルでは、太田RCでの活動の様子や仕
事の話題、家族の話題など、話しやすいよう
に先輩会員から質問攻めにあい、うれしい悲
鳴を上げましたが、一晩ですっかり打ち解け
ることができたような気がしました。
　ロータリアン5年目は「世界へのプレゼント
になろう」と同時に、「浦和東RCへのプレゼ
ントになろう」と心に誓った大歓迎会でした。

（第2770地区　埼玉県　通信工業）
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委員会報告

ロータリー３分間情報



『中国（大連市）について』

　元長崎国際大学RAC
　2010-2011年度会長
　　　松永　夕加	様

　皆様こんにちは。ご無沙汰しております、
松永夕加です。この度は、私が3年間中国の遼
寧省大連市で働いていた時のことをお話しさ
せて頂きます。
　まずは簡単に自己紹介をさせて頂きます。
実は佐世保RC様には10年も前からお世話にな
っております。初めてお世話になったのは、
私が高校生で2006-2007年度の交換留学生とし
て台湾の台北市に留学させて頂きました。
　帰国後は、長崎国際大学へ入学。入学式の
時お会いした安部理事長先生から、ローター
アクトというクラブが大学内にあると教えて
頂き、長崎国際大学RACに入会し、そこから4
年間また佐世保RC様とのご縁を頂きました。
当時のローターアクト委員会委員長増本一也
様、故安福鴻之助様を始め沢山のロータリア
ンの方々に本当に言葉では言い表せないほど
お世話になりました。
　当時の長崎国際大学RACは、ローターアクト
委員長の増本様、RAC会長の仲野優と私の3人
で始まりましたが、私が卒業する時には19名
まで増えており、現在も活動を続けていると聞
き、これも偏にロータリアンの皆様のご指導ご
鞭撻の賜物です。OGとしてお礼申しあげます。
　そして大学卒業後は3年間、遼寧省大連市に
あるシャングリ・ラホテルに勤務しておりまし
た。大連は中国の東北に位置する遼寧省の首
都瀋陽市に次ぐ大都市で、人口は600万人を超
え、また人口を占める日本人率が中国で最も
高いといわれています。
　大連市は全くと言っていい程デモがなく、
日本人の私でも安全に過ごすことができまし
た。それは日本企業がたくさんあり、勤めて
いる中国人も沢山いるというだけでなく、昔
から日本人と関わりがあることも大きな理由
なのではないかと感じています。
　シャングリ・ラホテルは大きくホテル部門と
レジデンス部門に分かれており、私はレジデ
ンス部門で働いていました。レジデンス部
門は、長期宿泊者（日本企業の駐在員）のため
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ニコニコボックス	 本日合計	　17,000 円

	 累　　計	 555,000 円

◇

	 出席・例会委員会　石田　謙二
◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（32年）
　遠田　公夫さん（29年）
　橘髙　克和さん（29年）
　井手　孝邦さん（27年）
　下田　弥吉さん（26年）
　長島　　正さん（23年）
　石井　正剛さん（23年）

◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（38回）
　前田　文智さん（2回）

	 親睦活動委員会　田口　恵介
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
坂元　　崇副幹事、増本　一也さん
古賀　　巖さん、山縣　義道さん
松尾　文隆さん、松尾　慶一さん
平尾　幸一さん、大神　邦明さん
福田　金治さん
　元長崎国際大学RAC会長の松永夕加さんの
卓話に期待してニコニコします。

井上　斉爾さん、石井　正剛さん
玉野　哲雄さん、遠田　公夫さん
井手　孝邦さん、長島　　正さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありがと
うございます。

慶　　　祝

ニコニコボックス

卓　　話
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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

（今週の担当：河原　忠徳）
（カメラ担当：圡井　弘志）

に、ホテルと同等のサービスをする家を提供
していると考えて頂ければと思います。
　さて、皆さんにお尋ねです。中国人は話し
声が大きいなと感じたことがありませんか。
同僚に聞いたところ、昔は小声で話すとスパ
イ容疑をかけられるので、わざと大きな声で
話していたようです。それが転じて、今でも
大声で話すのが習慣になってしまっていると
のことでした。
　そして、今話題になっているPM2.5です
が、数値が300を超えることもしばしばありま
した。大連では通常40〜70ほどありますが、
いつも「良」の判定でした。（日本の環境基準
値は35μg/㎥以下）
　中国で一番日本人にとって困ったことは、
予告なしに何かが突然始まり、突然終わる、
ということです。日本人はやはり計画性を重
視する国民性だと思います。始まる時、終わ
る時には事前に発表し、他の人が計画を再度
検討できるようになっていますが、中国では
その感覚はありません。
　上司に「一旦発した言葉は変えられない。
中国では計画通りにならないことだらけなの
に伝えた通りにならなかった場合責任が取れ
ない」と言われたときに、文化、習慣が異な
る国なんだと改めて実感致しました。
　また中国の人に「一番信用のない国民は？」
と聞いた時、悲しいことに中国人という答え
が返ってきました。中国は人口が桁違いに多
いので必然的にそのような人も多いのかとも
感じます。けれども、中国では知り合い、
友人を大切にします。中でも親友（好朋友）に
は、その友人に何かあった場合家族総出で助
ける、という感覚があるようで、その話を聞
き純粋に感動致しました。
　大連に赴任し、仕事面ではエンジニアやハウ
スキーパー、職場を一歩離れた町の中では、ま
ず中国語以外皆さん理解出来ません。そんな
中、海外で最初から拙いながらも中国語で生活
出来ていたのは高校時代の留学の賜物でした。
　知り合った日本人の方に聞くと、最初が一
番苦労した。と言われ、私はそんなに苦労し
た記憶がありません。また、言語面だけでは
なく、あの留学が無ければ海外で仕事をしよ

＊2月  例会卓話者予定＊

２月３日	 長崎国際大学
	 人間社会学部国際観光学科	教授
	 	 安徳　勝憲	様
２月10日	 「クラスペディア」代表
	 	 吉岡和佳子	様
２月17日	 佐世保市立総合病院
	 	 院長　澄川　耕二	様
２月24日	 陸上自衛隊西部方面混成団長兼
	 相浦駐屯地司令
	 	 杉本　嘉章	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月 3 日㈬　17:00〜	
2月17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／1月28日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学	食堂

日時／2月18日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学	食堂

日時／2月27日㈯　10:00〜　役員交代式
会場／長崎国際大学

＊	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。

うと思ったとしても、実際に行動する勇気も
なかったと思います。
　ここまでの道を歩んでこられたのも、佐世
保RCのロータリアンの皆様一人ひとりのお力
のお陰です。卓話という形で挨拶、お礼を伝
える機会を与えてくださいまして誠にありが
とうございました。
　今後は日本でこの経験を活かしていくつも
りです。ご清聴ありがとうございました。

以上


