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佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯ゲスト
　佐世保南RC	 重信　　哲	さん
　地区交換学生	 呉　　柏蓁（Tiffany）	さん
◯卓話者
　第2740地区米山記念奨学生
	 ホアン	キンガン	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．国際ロータリー日本事務局　クラブ・地区支援室
　国際大会オンライン登録マニュアル／登録書式
記入サンプル/FAQ等
　https://ldrv.ms/f/s!Am5vZ-rEzAfoiiqCSKXWZynRtOfZ	

2．2019-2020年度ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

3．台南RC
　◦2018-19季刊号
　◦2019季刊夏号
　◦2019-20会員名簿　が届いております。

委員会報告
■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　本日、18：30より忘年家族会余
興の練習を、西海みずき信用組合
（松川町）の会議室にて行います
ので、新会員または対象メンバー
の方は、ご参加よろしくお願いい
たします。

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　先週、例会終了後に新会員研修会、及び歓迎懇
親会を開催しました。
　増本一也ロータリー情報・文献記録委員長の司
会で、福田金治直前ガバナー、平尾幸一プログラ
ム委員長、加納洋二郎会長エレクトのお三方を講
師に迎え、2時間半研修をしました。受講された新
会員12名の方々も、ロータリークラブについて、
とてもよく理解をできたのではないかと思います。
　特に福田直前ガバナーがまとめられた“ロータ
リーの手引き”は、これを熟読すればガバナーに
なれるという程、素晴らしい資料だと思います。
　ぜひ、全会員の皆様に提供していただきたいと
思います。
　歓迎懇親会にも約50名の参加がありました。こ
れが佐世保RCのいい所だと思います。ロータリー
歴の長い会員の方々が新会員を歓迎し、会談する。
これこそ佐世保RCの良さだと思います。
　RCを辞めたいと思うような会員は佐世保RCに
はいないと確信しています。
　16日土曜日には、KTNのご招待で、ハッピード
リームサーカスを、孫3人連れて見学しました。円
田昭さんはお孫さんを連れ、安福副幹事は娘さん
と、皆さんご家族連れでお越しでした。
　松本支社長の司会の後、約2時間のサーカスでし
た。私が小さい頃、同じ名切グラウンドで見て以
来です。二輪車、四輪車のスタントや空中ブランコ、
大変おもしろかったです。孫達も喜んでいました。
　松本支社長、大変ありがとうございました。
　本日の卓話は、地区米山記念奨学生のホアン　
キンガンさんです。ベトナム出身の方です。よろ
しくお願いします。
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《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 53 名・欠席 26 名・ビジター 0 名・出席率 67.09 ％

《11月 6日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 46 名・欠席 33 名・メークアップ 18 名・修正出席率 100.00 ％
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■出席・例会委員会	 委員長　廣瀬　章博
　次週はいよいよ待ちに待った、
映画例会です。場所が変わりまし
て、シネマボックス太陽5Fにて
18：30点鐘です。現在約100名の参
加予定となっております。出席簿
を回覧しますので、追加などあれ
ばご記入ください。多くのご参加をお待ちしてお
ります。

ロータリー３分間情報
ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　増本　一也
標準ロータリークラブ定款について
◦	2013年の標準定款までは、クラ
ブ細則に標準ロータリー定款に従
わない規則を含めることは出来ま
せんでした。
　	　しかし、2016年の標準ロータ
リークラブ定款以降は、クラブ細則に標準ロー
タリー定款に従わない規則を含めることが出来
るようになりました。今回の2019年版で、標準
ロータリークラブ定款に従わない規則を含める
ことが出来るようになった条文は、下記のとお
りです。

（ 1）第7条　会合
　第1節─例会
　（ｅ）	衛星クラブの例会細則に定められている場

合、衛星クラブは会員により定められてい
る場所と日時において、毎週1回、定期の
会合を開くものとする。（中略）投票手続
きは細則規定通りである。

　（ｆ）	例外。細則には、本節に従わない規定を含
めることができる。但し、クラブは少なく
とも月2回、例会を行わなければならない。

（ 2）第8条　会員身分
　第2節─全般的な資格条件
　第4節─�衛星クラブの会員。本クラブの衛星クラ

ブの会員は、本クラブの会員でもあり、
これは衛星クラブがロータリーとしてRI
から加盟が認められるまで続く。

　第5節─二重会員の禁止
　第6節─名誉会員
　第7節─�例外。細則では、第8条第2項および第4

節〜第6節に従わない規定を定めること
ができる。

（ 3）第10条　出席
　第1節（ｄ）
　（ｄ）	次のような方法で同じ年度に欠席をメーク

アップする。
　第7節─�例外。細則は、第10条に従わない規定を

含めることができる。
（ 4）第11条　理事及び役員および委員会
　第1節─�管理主体。本クラブの管理主体は、細則

に規定される理事会にある。
　役員：�会長・直前会長・会長エレクト・幹事・会計・

（副会長・SAA）
（ 5）第12条　会費（会費金額の変更の検討）
　	　すべての会員は、細則の定める年会費を納入
するものとする。

（6）第13条　会員身分の存続〔第4節（ｃ）例外〕
　（ｃ）�例外。細則は、第13条第4節に従わない規

定を含めることができる。
◦	標準ロータリークラブ定款で、クラブ細則に具体
的に記載が義務付けられている定款細則の項目は、
下記のとおりです。

記
　（1）理事会
　（2）選挙と任期
　（3）会合第2節
　（4）会費

慶　　　　祝
	 出席・例会委員会　前田　隆夫
○永年会員表彰
　佐々木秀也	さん（46回）
　安部　直樹	さん（41回）
○出席100％表彰
　富永　雅弘	さん（20回）
　西田　勝彦	さん（ 4回）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　浦　　義浩
佐世保南RC　重信　　哲	さん
　米山奨学生 ホアン キンガンさんのカウンセラ
ーとして同行しました。
　日本に来て勉強している、快活で明るい素晴ら
しい若者です。ぜひ温かく見守っていただければ
と思います。
　本日はよろしくお願いいたします。
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有薗　良太	幹事、富永　雅弘	さん、
古賀　　巖	さん、中村　徳裕	さん
　佐世保南RC重信さんのカウンセラーとしての、
ご来訪を歓迎してニコニコします。

木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、増本　一也	さん
黒木　政純	さん、安部　雅隆	さん
筒井　和彦	さん、福田　金吾	さん
　米山奨学生 ホアン キンガンさんの卓話に期待
してニコニコします。

山下　尚登	さん
　三つの事項でニコニコします。
①42日ぶりの例会出席で。
②	10月21日に薬事功労厚生労働大臣表彰を、厚生
労働省より受彰いたしましたので。
③	10月末、アップダウンの激しいゴルフコースで雨
の中、歩きのラウンドで左膝の半月板損傷となり
ましたが、11月3日のお囃子（おはやし）が入っ
ての舞囃子を大濠能楽堂で無事舞えましたので。

梅村　良輔	さん、古賀　　巖	さん
　山下尚登社長の山下医科器械㈱がこの度、厚生
労働大臣表彰を目出度く受けられました。栄誉な
ことで、ニコニコいたします。

古賀　　巖	さん
　今年もきらきらフェスティバルの季節になりま
した。
　恒例の、	第24回きらフェス点灯式が、明日21日
㈭18：00から島瀬公園で開催されます。
　今年も島瀬美術館の壁面は、公募で選んだデザ
インを元に、私自ら高所作業車に乗って絵を描き、
1カ月以上かかって完成させました。
　また、11月に入ってからは、公園内やアーケー
ド内の飾り付けを行ってきましたが、明日の点灯
式で無事点くことを祈るばかりです。
　12月25日㈬迄きらきら大パーティーなどいろん
なイベントが予定されていますので、ぜひお出か
けください。
　ちなみに、	イルミネーションは来年1月13日（月・
祝）迄です。

坂本　　敏	さん、米倉洋一郎	さん
大久保利博	さん
　11月17日㈰の第二回朗遊会で入賞しましたので、
感謝を込めてニコニコします。

佐々木秀也	さん、富永　雅弘	さん
西田　勝彦	さん
　永年会員並びに出席100％の表彰ありがとうござ
います。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　27,000 円
	 累　　計	 446,000 円

卓　　　　話

『ベトナム』
地区米山記念奨学生　ホアン キンガン	さん

1．自己紹介
　皆様こんにち
は。長崎国際大学
国際観光学科3年
生�ホアン キンガ
ンと申します。
　今日は、	この場
をお借りして、	私
たち留学生の日本生活を応援していただいている
ロータリアンの皆様にお礼を申し上げます。本当
に心より感謝いたします。本日はよろしくお願い
いたします。
　私は日本に来てから4年が経ちました。日本にき
て最初は鹿児島で専門学校の日本語学科で1年半日
本語を勉強しました。その時日本語はあまりわか
らなかったですが先生と友達のおかげで日本語が
わかるようになりました。専門学校で勉強の時は
学祭や交流会やボランティアなどに参加しました。
それで日本の文化を理解できて日本のことがもっ
と好きになりました。
　専門学校を卒業してから長崎国際大学に入学し
ました。現在大学で観光に関して勉強しています。
大学に入って小学校や高校や他大学などと奉仕活
動とお祭りにボランティアに参加しました。小学
校と高校で生徒の皆さんと交流したり、自分の国
のベトナムの文化を紹介したりしました。他大学
で、ベトナムの料理を作り、国の料理の作り方を
教えてあげました。そして、病院や老人福祉施設
で母国の服装や歌、ダンスなどを披露しました。
春休みには、障害者施設でのそば打ちに参加しま
した。初めてのそば打ちだったため、うまくでき
なかったので、障害者の皆さんから何回も「お代
わり」の声を聞いて本当に嬉しかったです。
2．国の紹介
　私はベトナムから参りました。ベトナムは東南
アジアに位置しています。日本から直線距離で約
3,600km（飛行機で6時間位）。ベトナムの面積は33
万1,690平方キロメートルです。総人口約9,073万
人です。首都はハノイで言語はベトナム語です。
ベトナムといえば伝統的なアオザイや美味しいフ
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クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

ォーなどといった印象があります。国民の約70%
が仏教ですが、キリスト教、イスラム教も広がっ
ています。また、民族はベトナム国民のうち大半
がキン族で、都市部に集中しています。その	他、
少数民族が53民族もあります。ベトナムは多民族
の国です。
3．留学理由
　私は将来的に国際的な企業で働くことを希望し
ているため日本に留学しました。しかし、留学と
いうのはお金がすごくかかり、本当に悩みました。
その時日本で留学している先輩と出会いがありま
した。その先輩から日本のことを教えてもらいま
した。先輩から日本で自分の力でアルバイトをし
て、学費や生活費などを自分で払えると言われま
した。親に負担をかけたくないので日本で留学す
れば自分の夢を叶えることができると思います。
両親が応援してくれて、自分の将来のために、勇
気を持って来日しました。
4．世話クラブの紹介
　現在私のロータリーの世話クラブは佐世保南ロ
ータリークラブです。佐世保南ロータリークラブ
は1957年に創立されました。現在会員数は74名で
す。会長は矢次さんです。私のカウンセラーは重
信さんです。例会日は金曜日です。
5．現在の学習・今後の進路
　長崎国際大学に入学してから2年間が過ぎた。入
学当初、日本での生活は、驚きの連続であったが、
時間の経過と共に多くの事を学び、自分の成長が
実感できた。私はベトナムの旅行業界を拡大させ
る夢を実現するために、計画を立てて、観光資源
とマーケティング・経営戦略に関する科目を中心
に勉強を始めた。
　大学に入学する時、2年生の時国内旅行業務取扱
管理者という国家試験を目指して観光に関する科
目を選んで勉強していた。具体的には国内運賃や
国内観光資源の科目を習いました。日本の観光資
源を勉強する前、私にとって日本といえば富士山
しか知らなかったです。観光資源を勉強すればす
るほど、いろいろな知識を持つようになりました。
本当は難しい科目ですがすごく面白かったです。1
年次は大学の学習環境にまだ慣れていなかったが、
先生方や周りの先輩や友達が手伝ってくれたので、
各科目の基礎知識が習得できました。
　2年次では、国家試験のため勉強を頑張って資格
を取得しました。そして、3年生のとき総合旅行業
務取扱管理者の資格を取るため海外観光に関する

科目を選択しました。そこで、学生自身はただ教
科書を勉強するだけではなく、自分の発想と能力	
を発揮し、より努力しないといけませんでした。
　3年次では、私は自分が好きな専門科目を選択
し、勉強している。それは航空学です。毎週、私
は、専門演習に参加して、担当の先生に教わるだ
けではなく、ゼミの仲間と専門的な知識を深め合
い、非常に有意義な時間を送っています。
　来年度、私は航空学を続けて研究したいと思う。
他には、私は学校で行う就職活動の講義に参加し
て、日本での就職活動に関する知識を身に付けた
いと思います。

＊2019年12月例会卓話者予定＊	
 4日　新会員　小石原　健二	さん
　　　（東京海上日動火災保険㈱　佐世保支社長）

11日　佐世保市役所企画部次長	堀居隆二さん

18日　佐世保中央病院健診センター長
　　　中尾治彦さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月3日㈫　16：20〜	
会場／西海学園　図書館

日時／12月7日㈯　11：30〜13：00
場所／島瀬公園前（歳末助け合い街頭募金）

日時／12月14日㈯　14：00〜15：30
場所／島瀬公園前（佐世保市交通遺児救済募金）

日時／12月17日㈫　16：20〜
会場／西海学園　図書館

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月10日㈫　18：30〜
会場／長崎国際大学　教室

日時／12月17日㈫　18：30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス（クリスマス例会）

＊	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。

（今週の担当：北野　慎司）
（カメラ担当：陣内　純英）


