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	 会長　増本　一也
 本日は「炉辺会合例会」で
す。2018年〜2019年度ガバナ
ーノミニーの福田金治さんに
卓話をお願いしています。ガ
バナーを輩出できることは、
クラブにとりましても大変名
誉なことです。福田さんは、1977年5月にご
入会されて、今年の5月でちょうどロータリ
ー歴40年の節目の年を迎えられました。
　佐世保ローターアクトクラブのチャーター
メンバーで会長もされていますし、2003年
〜2004年度には、安部直樹ガバナーの時の
地区幹事も務められています。私も地区幹
事のご指名を頂きましたが、こんなことを
私が言うのもおこがましいかもしれません
が、今回の福田さんのガバナーご就任は、
福田さんご自身の「ロータリーライフの集大
成」ではないかと考えています。
　そんな福田さんに対して、私達、佐世保
RCと致しましても、メンバー全員の総力を
結集して、福田ガバナーをご支援しなけれ
ばならないと考え、本日、その激励会の意
味を込めまして「炉辺会合例会」とさせて
頂きました。どうぞ、皆様よろしくお願い
致します。
 以上

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年6月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（現行＝110円）

２．国際ロータリー日本事務局
　　クラブ･地区支援室
　 ローターアクトクラブ、インターアクト

クラブの国際ロータリー年次報告入力の
お願い

３．	㟢永　剛ガバナー事務所経由
　　公益財団法人	佐賀国際重粒子線がん治療財団
　「重粒子線がん治療」出前講座のご案内
　テーマ： 「 心と体にやさしい重粒子線がん

治療」
　派遣日時：ご希望日･時間

４．	第27回日本ロータリー親睦ゴルフ	北海道大会
	 　大会会長	武部　實さん
　　ホストクラブ	札幌南ロータリークラブ
　 第27回 日本ロータリー親睦ゴルフ 北海道

大会ご案内
　　大会日時／平成29年6月23日㈮
　　　　　　　午前7時14分スタート
　　大会会場／ 札幌国際カントリークラブ 

松島コース
　　プレイ代／15,000円
　　登録料／15,000円（懇親会費含む）
　　締め切り日／5月31日㈬

2016～2017年度 テーマ ROTARY SERVING HUMANITY　̶ 人類に奉仕するロータリー ̶
2016～2017年度 R.I.会長 ジョン F. ジャーム （米国テネシー州、ChattanoogaRC）
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《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％
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《炉辺会合例会》
会 長 挨 拶
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奉仕」「青少年奉仕」と拡大していき、今日
の「クラブ」「職業」「社会」「国際」「青少
年」の五大奉仕部門になりました。
　私は他の人からロータリーとはどういう
団体ですか、と尋ねられた時は、私の個人
的考えですが、「人生道場」と答えておりま
す。その理由は、ロータリー活動を通じて

「色々な方と出会い」「例会や会合･活動」を
通じて色々なことが経験でき、それらのこ
とが私の人間としての成長に役に立ち、そ
れらの経験で得たことを、「家族」「社員」

「地域の人々」に伝えることで、それらの
人々の為に役に立つことではないかと思う
からです。この事をひとことで言うと、ロ
ータリークラブは「自分の人格を高め」その
結果、自分が周りの方に役に立つ人間にな
るための勉強の場所です。

⑵ �台南 RCとの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
勤務者一同に患者の声を聴かせて戴きたい
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へ「許氏淑」さんの消
息を調べてほしいとの文書を郵送されまし
た。1ヵ月後、台南ロータリークラブから

「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、また、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へ転送された為でした。

５．佐世保東ロータリークラブ
	 	会長　村瀬公一郎さん
　 創立50周年記念式典への出席お礼状、集

合写真が届いております。

６．第2740地区ガバナー事務所
　ホームページ更新のお知らせ

	 親睦活動委員会　安福　竜介
　先週、時間の関係でご紹介できなかった
ニコニコ（朗遊会、市内8RC対抗ゴルフコ
ンペ結果について）を紹介します。

※詳しくは、週報No.41をご覧ください。
　

『ロータリークラブとは
　　　どのような団体か』

2018年〜2019年度ガバナーノミニー
　福田　金治さん

⑴ロータリークラブとはどの様な団体か
　私も色々な書籍や資料を取り寄せて調べ
ましたが、ひとことで説明できる資料を見
つけることはできませんでした。ロータリ
ークラブに入会された方は、ロータリーにつ
いていろいろな考え方があるのは当然です。
　但し、一つだけロータリーを説明するの
に確かなことは、ロータリーを作ったポー
ル･ハリスが、寂しかったので友人３名を誘
って、毎週それぞれの事務所、またはレス
トラン等で「飲んで」「食べて」「話し」を
したことがロータリーの始まりです。確か
な証拠はないそうですが、「ロータリー」の
語源は、４名の事務所で順番に会合を開い
ていたからという意見もあります。
　ロータリーの始まりからしばらくは、親
しい友人の親睦団体でした。現在のロータ
リーの奉仕の始まりは、シカゴに作った公
衆便所が最初の「社会奉仕」です。
　その後、ロータリーがアメリカ全土、世界
へ広がっていく過程で、「職業奉仕」「国際

ニコニコボックス

卓　　話
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　台南RCからの返信の内容は「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。また、偶然にも台南
RC蘇銀河パスト会長は、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。
　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。
　その時の当クラブの訪問団のメンバー
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、再びクラブの交流は頻繁に行われ、
2017年4月現在で佐世保クラブが訪問24
回、台南クラブの訪問は18回となっていま
す。
　この様な歴史がありますので、これから
も台南RCとの友好関係が続くように、入会
歴の短い会員も台南RCとの交流に積極的に
関与して頂くようにお願いします。

------------------------------------------------

「私と台南RCの関わり」
　佐世保RCと台南RCは、1970年11月20日
に台南の臨海大飯店で姉妹クラブの調印を
しております。翌年1971年5月に返礼の為、
台南RCより初めて佐世保を訪問されまし
た。台南RC会員の歓迎会が雅叙園で行わ

れ、その時は佐世保RACの会員でしたの
で、歓迎会の席に私共RACの会員も招待を
受けて出席しました。
　その席で、台南RCより私共RACに台南に
来ませんかとの誘いがありましたので、そ
の年の11月にローターアクトの会員６名で
台南を訪問しました。その時一緒に行きま
した会員の一人が安部直樹さんです。
　その当時は福岡から台湾への航空便はあ
りませんので、大阪空港から台南へ向かい
ました。台北の松山空港に到着して、高雄
行きの国内線の搭乗を待っていたところ、
台湾海域で、私共が利用する航空会社の飛
行機が落ちましたので、７時間ほど足止め
にあい、私共の歓迎会場である臨海大飯店
に到着したのは午後９時を過ぎておりまし
たが、台南RC会員は待っておられて、それ
から歓迎会をしていただきました。翌日か
らは台南に滞在した２日間、傅再生さんが
台南市内を案内され、傅再生さんはその
後、佐世保RCの担当を亡くなるまで続けら
れましたので、亡くなられた後で台南RCを
訪問した際にお墓参りをしました。
　ローターアクトを卒業後、佐世保RCに入
会しましてからは、佐世保から台南RCへの
訪問団が行かれる時は、可能な限り行って
おります。
　締結から47年も経過しますと、調印式に
行かれた会員はもう一人も残っておられな
いし、台南RCの会員と親しい関係を築かれ
ていた会員も段々居なくなり、姉妹クラブ
締結の状況を直接知っている会員は、円田
会員、武井会員、田中丸会員と、当時ロー
ターアクト会員でした安部会員と私の5人と
なり、当然台南RCにおいても、佐世保RC
と同様に姉妹クラブ締結から在籍されてい
る会員は楊皆得（TOYS）さんお一人です。
　姉妹クラブ締結の状況を直接知る会員は
少なくなりましたが、その後入会された会
員に両RC共に先輩会員が築かれた両クラブ
の「きずな」はしっかりと引き継がれてお
ります。微力ではございますが、私もこの
様な佐世保RCと台南RCとの関係が末永く
続くために努力したいと思っております。
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦

（今週の担当：田中　信孝／カメラ担当：松尾　　貴）

＊6月  例会卓話者予定＊ 　

６月14日  佐世保工業高等専門学校
 校長　工学博士 東田　賢二 様

６月21日  クラブ協議会
６月28日   クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月20日㈫　17:00〜　〔予定〕
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／6月8日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス　　

＊ 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。

開会の挨拶
増本 一也会長

乾杯
橘髙 克和パスト会長

締めの挨拶
安部 直樹パストガバナー


