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て、ぜひオリンピックで活躍していただきた
いと思います。
　寒い日が続きますので、テレビでのスポー
ツ観戦で盛り上がりたいと思います。
　今日の卓話は、昨年度のハワイ短期留学の
卓話です。暑いハワイが恋しい季節です。
　池田委員長よろしくお願いします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ゲスト	 西海学園高等学校　金崎　　蘭	様
	 聖和女子学院高等学校　田口　莉麻	様

幹 事 報 告

	 幹事　有薗　良太
1．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　大神邦明さんへ 第11回 米山功労者メジャ
ードナー表彰状

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　昨年ワールドカップで盛り上がりましたラ
グビー熱は、まだ続いているようです。
　年末のテレビ番組ではワールドカップで活
躍したラグビー選手が、毎日毎日朝から晩ま
で出演されていました。
　年が明けて年末から行われていましたラグ
ビー大学選手権の決勝が、新しくなった国立
競技場で行われました。早大対明大の伝統の
一戦です。
　前半は早大のワンサイドゲームかと思われ
ましたが、後半は明大の猛追があり白熱した
試合になりました。早大が11年ぶりの大学選
手権を制覇しました。
　私も41年前、当時の国立競技場に日本選手
権を見に行きました。
　当時は1月15日の成人式に行われ、私が20
歳の時でした。試合は新日鉄釜石が明大に大
勝したのを覚えています。その後は釜石の7連
覇や神戸製鋼の7連覇などがあり、社会人と大
学の対決という形は終わりました。
　1月12日からはトップリーグも開幕しまし
た。今年もラグビー熱は続くようです。同日
に行われました全国都道府県対抗女子駅伝で
は、長崎県は1区で廣中選手が17年ぶりの区間
新記録でトップとなり上位入賞も期待されま
したが、最終ランナー十八銀行の野上選手の
猛追も及ばず10位となりました。
　廣中選手には5,000メートルの日本代表とし
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《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 54 名・欠席 25 名・ビジター 2 名・出席率 68.35 ％

《12月18日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 56 名・欠席 23 名・メークアップ 12 名・修正出席率 100.00 ％
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2．地区基本理念委員長	 吉岡　義治	さん
　基本理念委員会セミナー開催案内
　日時／令和2年2月16日㈰　14：00〜17：00
　会場／ホテルマリターレ創世佐賀
　講師／第2770地区　中村　靖治	様
　クラブ出席者／	会長、幹事、地区基本理念

委員会

3．ローターアクト地区幹事　今泉	さん
　【RA地区行事】インターシティーミーティングの
ご案内
　開催日／令和2年1月19日㈰
　会場／長崎バスターミナルホテル
　登録料／2,500円

委員会報告

■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　1月22日㈬の長寿祈願祭です
が、亀山八幡宮さんの都合で、
祈願始まりが11：00〜のところ
10：50からのスタートとなりま
す。
　改めまして、皆様へFAXをお送りいたしま
す。お間違えのないように、よろしくお願い
いたします。
　祈念祝賀会につきましては、予定通り18：30
よりホテルフラッグス	九十九島にて行います
ので、よろしくお願いいたします。

■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　池田　真秀
　先日1月11日㈯島瀬公園前に
て14：00から15：30の時間帯で、
西海学園インターアクトクラブ
メンバー10名で佐世保市交通
遺児支援街頭募金活動を行いま
した。佐世保RCからはメンバーの椎山さんに
参加をいただきました。今回集まった募金額
は66,816円になりました。集まった募金は16
日に佐世保市役所こども未来政策課に届ける
ということでした。
　また昨日1月14日㈫14：00から西海学園図書

室にて定例会が行われ私が出席してきました。
内容としては活動報告と今後の予定について
話し合いがありました。
　今後の予定としましては、2740地区主催の
2019-2020年度インターアクト後期指導者研
修会が2月1日㈯13：00〜16：30、東彼杵会館で
行われます。また2月4日㈬は定例会、2月8日
㈯島瀬公園にて14：00〜15：30の時間帯で募金
活動が行われます。
　以上でご報告とさせていただきます。

次年度報告
	 2020-2021年度　幹事　納所　佳民
　期前理事・監事会のご案内
　日時／令和2年1月15日㈬
　　　　18：30〜
　会場／馨（かおり）
　いよいよ本日より期前理事・
監事会が始まります。
　ご多忙の中、恐縮ですが、何卒ご出席の程
お願いいたします。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　小石原健二
●今月の誕生祝い
　大神　邦明	さん（ 1日）、古賀　　巖	さん（ 3日）
　下田　弥吉	さん（ 3日）、安福　竜介	さん（ 4日）
　坂元　　崇	さん（ 7日）、石井　正剛	さん（11日）
　円田　浩司	さん（12日）、芹野　隆英	さん（13日）
　井口　東郎	さん（14日）、長富　正博	さん（18日）
　陣内　純英	さん（20日）、山下　尚登	さん（24日）
　黒木　政純	さん（27日）、岸川　善紀	さん（27日）
　佐々木秀也	さん（29日）
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卓　　　　話

『2018-19年度 地区大会　ハワイ報告』
2018-19年度 ハワイ短期留学委員会

委員長　池田　真秀	さん
　ハワイ短期留学プログラム　
元委員長の池田真秀です。
　昨年、福田ガバナーの肝いり
事業としてハワイに行った回数
が一番多そうな私に委員長をや
ってほしいという依頼が来まして、当初はた
だでハワイに行けるということで大変喜んで
いましたが、正直中身は大変なものがありま
した。しかしながら大変優秀な委員会メンバ
ーに支えていただきました。特に安部副委員
長や福田金吾さんには、いろんな場面で支え
ていただき、この事業はこのお2人がいなかっ
たら成功できなかったと思っています。あと
バカンス気分で参加していただいた坂本　敏
さんや古賀久貴さんは、しっかりハワイを満
喫されていましたが、坂本敏さんは盗難事件
に遭うなどいろんなトピックスを提供いただ
きました。いずれにしても優秀な委員会メン
バーに支えられて無事に事故もなくプログラ
ムを終了できたことは大変良かったと思って
いますし、何より生徒の皆さんの成長と将来
に対する目標をつくることができたのは大変
有意義な、ロータリーらしい青少年の育成を
支援する事業になったと思います。
　今回は実際に短期留学した生徒2名から、こ
の事業を通してどのような経験になり、その
後の行動に繋がって、将来どうなりたいかを
お聴きできればと思っています。
　どうぞよろしくお願いします。

西海学園高等学校　3年 金崎　　蘭	さん
　私は正直初めのうちは、みんなの英語のレ
ベルについていけず先生が言っていることを
理解することができませんでした。それでも、
毎日思っていた以上にみんなとの仲が深まり、
理解できなくても毎日の学校をとても楽しみ
ました。プランテーションビレッジでは、天
ぷらは日本発祥ではないなど、普段知ってい

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　萩原多恵士
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、富永　雅弘	さん
福田　金吾	さん、北野　慎司	さん
大神　吉史	さん、廣瀬　章博	さん
谷川　辰巳	さん、小村　英司	さん
　ハワイ短期留学委員会の報告に期待して、
ニコニコいたします。

池田　真秀	さん
　ハワイ短期留学プログラム元

4

委員長の池田
真秀です。本日は留学に参加した西海学園の
金崎蘭さんと聖和女子学院の田口莉麻さんの
お2人が卓話されます。
　2人は私にとって10日間過ごしたかわいい生
徒なので、2人の卓話に大いに期待してニコニ
コします。

中島　祥一	さん
　先日、結婚記念月のお祝いをいただきまし
た。ありがとうございました。

陣内　純英	さん
　忘年家族会の打ち上げ会で、靴を間違えて
帰り、大変ご迷惑をおかけしました。

大神　邦明	さん、古賀　　巖	さん
安福　竜介	さん、坂元　　崇	さん
石井　正剛	さん、円田　浩司	さん
芹野　隆英	さん、長富　正博	さん
陣内　純英	さん、黒木　政純	さん
岸川　善紀	さん、佐々木秀也	さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうご
ざいます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　25,000 円
	 累　　計	 544,000 円
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（今週の担当：北野　慎司）
（カメラ担当：小村　英司）

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

＊2020年2月例会卓話者予定＊
 5日　新会員　浦　　義浩	さん
　　　（西部ガス㈱　佐世保営業部長）
12日　クラブアンケートのため卓話なし
19日　創立記念日例会　大神　邦明	さん
26日　長崎国際大学　硬式野球部
	 助監督　栗原　邦夫	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ予定＊
日時／2020年2月4日㈫　16：15〜
会場／西海学園　図書室

日時／2020年2月8日㈯　14：00〜15：30
会場／島瀬公園（募金活動）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2020年2月20日㈭　時間未定
会場／場所未定　追い出しコンパ

＊	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。

るようで知らないことまで知ることができ、
何百年前の家から、今の家に繋がっていくな
どすごいなと思いました。裁判では、日本の
裁判とは、少し違う経験ができてとても楽し
かったです。そして最後の方では、先生が言
っている内容を、全部理解することはできま
せんでしたが、最初よりも理解することがで
きるようになりました。
　このプログラムを通して、ハワイの文化を
知ることができ、日に日に仲が深まる仲間と
ともに、とても深い12日間を過ごすことがで
きたと思いました！このことを将来に活かし
ていけるよう頑張っていきたいです‼

聖和女子学院高等学校　2年 田口　莉麻	さん
　私は今回の研修を通し、物事を一方の立場
から見るのではなく様々な価値観があるとい
うことを学び、多面的に捉えること、コミュ
ニケーションをとる時には受け身にならず自
分の気持ちを真っ直ぐに伝えることの大切さ、
そしてハワイアンの人々の故郷の文化・歴史
を大切にする心を学ぶことが出来ました。
　また、実際に海外へ行ったことで日本の良
さに気づくことができました。日本には海外
に負けないくらい素晴らしい伝統文化や人々
の優しさがあります。佐世保の自然や「よさ
こい」、「佐世保ごま」、そして「佐世保弁」な
ど他にはない佐世保らしさがあります。こう
した当たり前になりすぎて気づくことができ
なかった良さを、これから先は自分から発信
し、大好きな私の故郷、日本の、佐世保の素
晴らしさをもっともっといろんな人に知って
いってもらいたいなと思います。
　今回このような素晴らしく充実したハワイ
短期留学プログラムに参加させていただき本
当にありがとうございました。共に支えあっ
た14人のメンバーとの絆をこれからも大切に
し、社会貢献できるような人材に将来なれる
よう、引き続き努力を重ねていきたいと思い
ます。

田口莉麻さん（左）と金崎　蘭さん（右）


