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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　皆さま、本日も多数ご出席
いただきありがとうございま
す。
　先週末は、2022-23年度国
際ロータリー2740地区の地区
大会が開催され、安部直樹パストガバナー、
福田金治パストガバナーはじめ15名の会員
メンバーさんとともに出席して参りました。
まだコロナの影響のため、金曜日のRI会長
代理晩餐会は開催されましたが、全体での
懇親会は開催されませんでした。

　ゲスト講演者に池上彰氏をお迎えし、一
般のお客様を招いた講演会は大変盛況で充
実した内容でした。
　その後の第2部において、緒方信行ガバ
ナーエレクト率いる佐世保北ロータリーク
ラブのメンバーさんが、ステージに登壇し、
来年の地区大会のPRを行われました。

　来年度は佐世保での開催となりますので、
当クラブとしても市外からお客様を迎える
市内クラブとして、地区大会の成功に向け
て協力できたらと考えております。

　さて、今回は、この文化の秋に、佐世保
に居ながらにして、一流のものに触れる機
会をご紹介したいと思います。
　先日、親しくさせていただいている島瀬
美術センター（しまび）の館長から、現在
開催中の特別展「平山郁夫展─日本画で旅
する道─」のご案内をいただき、作品を鑑
賞しながらお話を聴いてきました！
　なんと先月、女性ライダーでもある安田
恭子館長は、平山郁夫氏の故郷、広島県の
しまなみ海道へバイクツーリングを敢行。
生口島（いくちじま）にある平山郁夫氏の
生家を訪ねて、少年時代の平山氏が眺め、
描いていた風景を体感してこられたのです。
私も、趣味のひとつが、オートバイでのツー
リングです。オートバイで旅をすると、風
とともに海や土地の香りに触れることがで

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 42名・欠席 32名・（免除者欠席 15名）・ビジター 0 名・出席率 56.76 ％

《11月 9日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 42名・欠席 32名・（免除者欠席 17名）・メークアップ 2 名・修正出席率 77.19 ％
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きます。人もなぜかより親切に接してくれ
ると感じています。
　安田館長は、大分からフェリーで四国に
向かい、道後温泉で一泊したあと、今治城
からしまなみ海道へ、そこで、平山郁夫氏
生誕の地、生口島を訪ねました。
　平山郁夫氏は、中学生の時に学徒動員中
の広島で被爆し、生涯にわたり平和を祈る
作品を描き続けた画家です。第二次世界大
戦後、東京美術学校（現東京藝術大学）日
本画科を卒業し、故郷しまなみ海道の風景
をはじめ、シルクロードの作品群など数々
の作品を生み、文化勲章を受章。東京藝術
大学学長、ユネスコ親善大使などを歴任さ
れています。平山郁夫氏は、「私の原点は瀬
戸内海の風土である」と語っています。そ
の生誕の地、尾道市の瀬戸田町生口島には、
平山郁夫美術館があります。
　安田館長は、平山郁夫の生家を訪ね、平
山郁夫がそこでスケッチしたであろう場所
に立ち、その絵の風景そのものの場所にバ
イクを停めて、写真を撮影してこられまし
た。原点を訪ねる旅をして、現地で関係者
の話も聴いてきた安田館長が語る、ギャラ
リートークは、体験談だからこそのリアリ
ティと楽しさに満ちていました。現在、佐
世保市博物館島瀬美術センター（しまび）
では、特別展として「平山郁夫展─日本画
で旅する道─」を開催中です。
　5メートルを超える大きな作品「天かける
白い橋　瀬戸内しまなみ海道」や、3メート
ルを超える作品「平成洛中洛外図」など、
スケールの大きな作品をはじめ、平山郁夫
氏の約95作品を展示！この作品を「しまび」
に運び込めるかシミュレーションするため
に、スタッフの皆さんは、段ボールで作品
のダミーを作って、階段を上げることがで
きるかテスト搬入を実施するなど、懸命な
準備を重ねてこられたそうです。おかげで
大迫力の見ごたえのある作品を堪能するこ
とができました。
　この佐世保の地に、これだけの価値ある
作品を集め、鑑賞できるということは貴重

な機会だと思います。この機会に、「しまび」
で「平山郁夫展─日本画で旅する道─」を
鑑賞してみませんか！会期は11月3日から12
月25日まで。詳しい情報は、島瀬美術セン
ターホームページをご覧ください。
　さて本日は、米山奨学生、長崎国際大学4
年生の林威逸（リン ウェイ イ）さんに卓
話をいただきます。台南ロータリークラブ
を姉妹クラブにもつ私たちにとって、身近
な台湾についてのお話を、興味深くお聴き
したいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
〇ゲスト
　米山奨学生カウンセラー	 福田　英治さん

（佐世保南RC）
○卓話者
　ロータリー米山記念奨学生
　長崎国際大学　台湾出身
　林　威逸（リン ウェイ イ）	さん
	 ホスト　佐世保南RC

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.国際ロータリー理事	 佐藤　芳郎	さん
　日本人親善朝食会実行委員会
　	 岡山南RC　福川　修介	さん
　メルボルン国際大会日本人親善朝食会開
催ご案内
　〈日　時〉2023年5月28日㈰
　　　　　 開場・受付　午前7：00
　　　　　 朝食会　午前7：30-9：00
　ジェニファーRI会長他、ご挨拶を予定し
ております。
　〈会　場〉ZINC	AT	FEDERATION	SQUARE
　〈会　費〉お一人 9,000円
　〈締切日〉2023年3月31日㈮
　〈申し込み〉https://forms.gle/
　　　　　　 K4Ah7mXBNuTMJiXW8
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2.第2740地区ガバナーエレクト
	 緒方　信行	さん
　2023〜2024年度 地区セミナー・協議会
日程のお知らせ
　地区・チーム研修セミナー

2023年2月18日㈯
　会長エレクト及び次年度幹事研修セミナー

　2023年3月19日㈰
　地区研修・協議会	 2023年4月23日㈰
　地区大会	 2023年10月28日㈯

委員会報告
■親睦活動委員会	 山口　幸生
　皆様こんにちは。
　今年度親睦活動委員会の損
保ジャパン山口です。報告が
遅くなりましたが、11月9日
18時30分からの短縮例会に引
き続き行われました、新会員歓迎会には47
名のご参加をいただき、約4ヶ月ぶりの懇親
会を開催させていただきました。
　研修会での3名のパスト会長の講義も大
変ためになりましたが、歓迎会におきまし
ても普段あまりお話し出来ない皆様とお酒
を酌み交わしながら懇親を深めさせていた
だき、有意義な時間を過ごさせていただき、
誠にありがとうございました。親睦活動委
員会といたしましては来月17日の忘年家族
会（早めの回答をお願いいします）、新年25
日の長寿祈願祭・祝賀会開催と頑張って参
りますので、多くの会員の皆さまのご出席
を何卒よろしくお願いいたします。

慶 　 　 祝
親睦活動委員会　田村　和大

○結婚記念月のお祝い
　岩崎　正俊・恵子　	さん	ご夫妻（ 3日）
　橘髙　克和・さなえ	さん	ご夫妻（ 6日）
　円田　浩司・桂子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　長富　正博・桂子　	さん	ご夫妻（ 7日）
　増本　一也・光子　	さん	ご夫妻（ 7日）

　松尾　　貴・真理　	さん	ご夫妻（11日）
　前田　真一・舞　　	さん	ご夫妻（22日）
　福田　金吾・芙美恵	さん	ご夫妻（23日）
　松尾　文隆・由美　	さん	ご夫妻（23日）

歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純

「旅愁」
作詞・作曲：ジョン・P・オードウェイ

翻訳：犬童球渓
　旅愁（りょしゅう）は日本の詩人である犬童球渓が明
治40年（1907年）に詞を訳した翻訳唱歌である。
　1907年8月に発表された音楽教科書「中等教育唱歌集」
で取り上げられて以来、日本人に広く親しまれてきた。
原曲はジョン・P・オードウェイ(John	P.	Ordway)による
“Dreaming	of	Home	and	Mother”（家と母を夢見て）と
いう楽曲である。2007年（平成19年）に日本の歌百選の
1曲に選ばれた。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　岩崎　正俊

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、筒井　和彦 さん
中島　　顕 さん、増本　一也 さん
大神　吉史 さん、安福　竜介 さん
庭木　香充 さん、黒木　政純 さん
髙田　俊夫 さん
　米山記念奨学生 林威逸（リン ウェ
イ イ）さんの卓話に期待してニコニコしま
す。

大神　吉史 さん
　米山記念奨学委員会の大神吉史です。米
山出前卓話で林威逸さんに台湾での状況や
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プライベート的なお話をいただきます。皆
様米山奨学に対して、何卒ご理解いただき
ます様、宜しくお願い申し上げます。

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、筒井　和彦 さん
松尾　　貴 さん、安福　竜介 さん
永瀬　徳豊 さん、廣瀬　章博 さん
山口　幸生 さん、中島　　顕 さん
出端　隆治 さん、鈴木　清輝 さん
庭木　香充 さん、坂元　　崇 さん
福田　金治 さん、大塚　隆夫 さん
西田　勝彦 さん、内海　暢邦 さん
船越　　温 さん、山口　健二 さん
納所　佳民 さん、黒木　政純 さん
　新会員 前田真一さんの入会を歓迎してニ
コニコします。

坂本　　敏 さん
　11月19日、十八親和会のゴルフコンペに
て、自身2度目のホールインワンを達成しま
した。
　石盛2番ホール180ヤード手前からゴロゴ
ロ転がりながら、後組の九電工の中村さん
が「入った」と一言。目撃していただき、
ありがとうございます。
　今後ますます、練習し3回目を目指します。
本当にありがとうございました。ちなみに
保険はちゃんと入ってました。

石井　正剛 さん
　久しぶりの出席です。何ヶ月ぶり、イヤ1
年ぶりくらいかな。

円田　浩司 さん、増本　一也 さん
福田　金吾 さん、松尾　文隆 さん
前田　真一 さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうござい
ます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 44,000円
	 累　　計	 461,000円

卓　　　　話
「私の祖国台湾」

ロータリー米山記念奨学生　長崎国際大学
林　威逸	さん

１、みんなさんこんにちは
　	私は	LIN	WEI	YI	と申しま
す。
　	今日は佐世保クラブの卓話
にお招きいただきありがと
うございます。
　	聞き取りにくい日本語で申しわけござい
ませんが、自分の母国と自分の経歴につ
いてお話しさせていただきます。
２	、名前をリンウェイイといい、台湾出身
です。1997年生まれで、今年25歳になり
ました。高校は情報処理系の工業高校の
黎明技術學院を卒業しました。現在長崎
国際大学の国際観光学科の4年です。趣味
はバスケットボール、旅行、語学学習です。
現在もサークルでバスケットボールを
やっています。日本に来てから、大阪、
姫路、東京、鎌倉、熱海、鳥取、島根、
広島、熊本、鹿児島、などへ行きました。
日常生活にも日本語、中国語、ベトナム語、
英語を使うようにしています。
３	、出身地の台湾は人口2300万人で漢民族
が大多数を占めています。宗教は仏教、
キリストをはじめ多数の信仰に分かれて
います。
　	近年東南アジアからの人たちが増えてい
て東南アジア料理店などが多数あります。
元々台湾は単一民族の国ではありません
ので。多民族の国として台湾人は外来の
文化の包容力がとても高いと思われます。
４	、これは中国のパスポートです（会場に
写真提示）。
５	、これはマカオのパスポートです（会場
に写真提示）。
６	、これは現在自分が持っているパスポー
トです（会場に写真提示）。将来は強制的
に変更させられる可能もあります。台湾
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と呼ばれていますけど、私たちの国名は
中華民国です。日本にいる時に君はどこ
出身ですかと聞かれます、中国人に台湾
というと、嫌な顔をされます。今の中台
関係を考えると、どこの国にでも仲良く
過ごしたい私としては他国の地において
台湾をべっ視されることには耐えられま
せん。
７	、台湾の通貨は台湾で人民幣ではなく、
台幣を使っています。こちらの写真は
2000元から100元までの紙幣と50元から1
元までの硬貨です。でも私が子どもころ
には観光スポットでは中国観光客が多く
台湾に来ていたので、人民元も使うこと
ができました。
８	、中国で使われているのは簡体字プラス
ローマ字です。しかし、台湾では繁体字
プラス注音というものが使われています。
この注音符号は昔の人が日本語のカタカ
ナを参考にしながら、作られたものだそ
うです。
９	、この年表は中国台湾の歴史を説明して
います、台湾は中国の明朝に設立しまし
た。中国では中華民国はすでに滅亡した
とみなされています。日本に来てから中
国人と交流して、初めて知りました。
10	、台湾の歴史を見てみると、台湾は外来
の民族に統治されたことがわかります。
だから、台湾では、オランダ、スペイン、
中国、日本などの様式の建築物が見えま
す。

11	、これは台湾総統府です（会場に写真提
示）。日本統治時代は台湾総督府と呼ばれ
ていました。

12	、これは北投温泉博物館です（会場に写
真提示）。1913年6月当時東南アジア最大
の公共浴場として使われていました。現
在は非常に有名な観光スポットです。

13	、日本に留学する前は日本文化をあまり
知らず、国際情勢にも関心がありません
でした。外国人と交流する機会もなく、
日本人はとても厳しい民族だと思ってい
ました。

14	、2016年3月に高校の卒業旅行として友
達6人で初めて日本に来ました。当時日本
語も英語もあまり話せませんでした。友
達がJRを降りるさいにきっぷを無くして
しまい緊張したのが、忘れられない思い
出です。駅員の方はとても優しく日本人
の親切さを身に染みて感じました。

15	、高校を卒業してから、台湾の大学は難
しく日本の大学に進学を決めました。日
本語を勉強したことがなかったので、台
湾で3ヶ月間の基礎の日本語を勉強し、
2017年10月に福岡のアジア日本語学院に
入学しました。最初はカタカナさえ読め
ませんでしたけれど、1ヶ月くらいで生活
にも慣れてきて簡単な日本語が話せるよ
うになりました。日本語を勉強して、他
国の人たちと一緒に日本語で交流したり、
文化を経験したりしていました。

16	、日本語学校を卒業してから、現在の長
崎国際大学に入学しました。左側と右下
は大学のホームステイ活動の写真です。
地域活性化のため西海市の雪の浦へ行き、
ホームステイを体験させていただきまし
た。五日間、ホームステイ先のご主人さ
んが町の魅力や歴史を説明してくださり、
農家生活を体験させてくれました。とて
も勉強になり、いい活動でした。右上は
2019年ローターアクトの例会の写真で
す。

17	、国際交流活動にも数回参加しました。
左側は福岡の長住小学校で他の留学生た
ちと一緒に生徒たちに各国の文化を説明
し、生徒たちと一緒に食事も楽しみまし
た。

　	右の写真は外国に留学する予定がある九
州文化学園の生徒たちに留学経験や各国
の文化などの知識を伝えました。
18	、ローターアクトクラブが交通遺児のた
めに行った募金活動の写真です。高校生
たちと一緒に活動に参加できてとても楽
しめました。

19	、卒業論文のテーマ「長崎の観光業界の
現状と未来への挑戦」です。コロナ時期
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クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

＊今後の例会予定＊	
12月 7日	 新会員卓話　山口　幸生	さん
	 （損害保険ジャパン株式会社

　佐世保支社長）
　　14日	 佐世保南高等学校
	 校長　古賀　　巖	様
　　21日	 佐世保工業高等専門学校
　　　　　准教授　入江　英也	様
　　28日	 ─指定休会─
 1月 4日	 ─指定休会─

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日　時／2022年12月16日㈮　18：00点鐘
場　所／長崎国際大学
登録料／1,000円

＊	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：中島　　顕）
（カメラ担当：中村　真弥）

の間に体験したものや日本初のIR施設に
興味があり、自分が国際関係を専攻して
いる関係で、このテーマを決めました。

20	、最後にロータリーの方々へは感謝の気
持ちでいっぱいです。おかげさまで、経
済的ストレスがなくなり、勉学や就職活
動にたくさんの時間を割くことができま
した。ウィズコロナの考えが社会にかな
り普及し、例会も全て休会になるわけで
はなく、通常に近く開催され、多くのロー
タリーの方々に話しかけていただいて、
さまざまな価値観を教えていただき自分
の見識も広がったように思えます。本当
にありがとうございます。

　	米山奨学生が終了しても台湾と日本の橋
渡しとして精進しますので、今後ともご
指導のほどよろしくお願いします。4月か
らはホテルオークラJRハウステンボスで
働いていますので、お越しの際は一言声を
かけていただけたら、嬉しいです。


