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Club of Sasebo

大会副幹事に橘髙克和さん、大会副SAAに
円田 昭さん、大会会計長に円田三郎さん、
副会計に井手孝邦さん。大会事務局に古賀 
巖さん。総務委員長に田中丸善保さん、副
委員長に長島 正さん。登録受付委員長に
玉野哲雄さん、副委員長に井上斉爾さん。
広報記録委員長に岡 英樹さん。会場設営副
委員長に石井正剛さん。懇親委員長に中島
祥一さん、副委員長に遠田公夫さん。接待
委員長に山縣義道さん。交通委員長に木村
公康さん。救護委員長に髙田俊夫さん。記
念ゴルフ副委員長に有薗良太さん。このほ
か特別にアドバイザー委員会があり、その
委員長に松尾弘司さん、委員は歴代パスト
会長となっています。全ての会員の皆さん
が少なくとも一つの委員会に所属してお
り、文字通り総力戦で臨んだことがよく分
かります。私は当時クラブの副幹事をして
おり、幹事の米倉洋一郎さんと共に会場を
走り回っていたことを覚えています。
　10月24日の記念ゴルフ大会、歓迎晩餐
会。25日の本会議、セミナー、記念懇親
会。26日の本会議、記念講演会。この3日間
にわたって全ての会員がそれぞれの役割を
懸命に務め上げ、素晴らしい地区大会にな
りました。ロータリーではクラブを挙げて
全員で活動する機会は少ないのですが、地
区大会を協力して成功に導いた経験は他で
は得難いものだと考えます。次年度の地区
大会に団結して取り組んで、佐世保ロータ
リークラブの更なる発展へ繋げていきたい
と考えますが、如何でしょうか。

	 会長　富永　雅弘
　来週、11月17日から第2740
地区大会が佐賀市に於いて、
佐賀南ロータリークラブをホス
トクラブとして開催されます。
RIでは、地区内のロータリア
ンの大会を毎年開催する事としています。
また、地区大会を年度の前半に開催するよ
うに求めています。大会ではロータリーの
プログラムや地区･クラブの活動を発表する
場となり、会員同士の交流や対話が求めら
れています。また、会員基盤の維持や増強
をする機会であることを認識し、意気を高
揚させる形で親睦の雰囲気の中で情報を提
供する必要があるとされています。
　次年度は、この地区大会を佐世保ロータ
リークラブがホストクラブとなって開催する
事となります。ちなみに前回当クラブで地
区大会を主管したのは、安部ガバナーを輩
出した2003年10月に開催された地区大会で
した。この大会では、約1,600名の会員と約
50名の青少年の登録があり、晩餐会に180
名、懇親会に420名、記念ゴルフに120名の
参加がありました。大会の決算では約4,000
万円の事業規模となっています。
　当時の佐世保ロータリークラブは86名の
会員数でした。大会組織図を見てみると、
大会実行委員長に池田 豊さん、副委員長に
ホストクラブ会長の立石徳雄さんはじめ、
市内8ロータリークラブ会長。現会員では
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	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
○今月の誕生祝い
　井上　斉爾さん（3日）
　福田　金治さん（4日）
　草津　栄良さん（7日）
　武井　洋一さん（15日）
　髙田　俊夫さん（18日）
　松尾　文隆さん（22日）

	 親睦活動委員会　安福　竜介
米山奨学地区委員　中嶋　久光さん
　本日はリン･カミン君をお招き頂きありが
とうございます。リン･カミン君の卓話を宜
しくお願い申しあげます。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、福田　金治さん
吉澤　俊介さん
　米山奨学生 リン･カミン君の卓話に期待し
てニコニコします。

井上　斉爾さん、福田　金治さん
草津　栄良さん、髙田　俊夫さん
松尾　文隆さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　地区米山記念奨学生
　長崎外国語大学４年生 リン・カミンさん
◯ゲスト
　米山奨学地区委員 中嶋　久光さん

（長崎北RC）

	 幹事　坂元　　崇
１．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　 2018年ロータリー国際大会参加および
　ツアー募集について
　　大会期間／2018年6月23日〜27日
　　会場／トロント（カナダ、オンタリオ州）
　　※第1期申し込み期限：11月30日㈭
　　登録料／ロータリアン、ゲスト
　　　　　　　12/15迄登録＄345

3/31迄登録＄420
4/ 1 迄登録＄495

　＊ ご参加予定の方はクラブ事務局までお
申し込みください。

２．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新お知らせ

３．	1月クラブ協議会報告の為、上期事業報
告及び下期事業計画書提出について

　 事務局より大委員長･小委員長へメールで
ご案内します。

　 　 提出期限は、
　　小委員長より大委員長へ 11月22日㈬
　　大委員長より幹事へ 12月6日㈬

親睦活動委員会	 委員長　坂本　　敏
　いよいよ来週、新会員研修
会・懇親会がレオプラザホテル
にて行われます。ご参加の程
よろしくお願いします。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　13,000 円

 累　　計 458,000 円

◇

委員会報告

例 会 記 録

幹 事 報 告

慶　　　祝
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地区米山記念奨学生（琴海RC）
　林	家民（リン・カミン）さん

　皆さん、こんにちは。台湾
から参りました林家民と申し
ます。今は長崎外国語大学の４年生、国際
コミュニケーション学科、日本語専門をして
おります。
　まずは私の国と故郷について、紹介いた
します。台湾の面積は35,980平方キロメー
トル、人口は約2,320万人です。九州の面積
がおよそ39,900平方キロメートル、だから
台湾は九州の広さと同じぐらいだと思いま
す。私は台湾の高雄というところから来ま
した。高雄は人情味があふれているいい都
市です。台湾の首都は台北ですが、高雄は
日本で例えれば大阪、日本の第二の都市
で、高雄も台湾の中で二番目に繁栄してい
る都市です。第二の首都だと言っても言い
過ぎではないと思います。
　高雄といえば「蓮池潭（れんちたん）」とい
うところが有名です。特に蓮池潭の中にあ
る「竜虎塔」が綺麗で有名です。竜虎塔の
中には、天国の絵と地獄の絵があります。
注意しないといけないのは、竜の口から入
って、虎の口から出ることです。竜は良い
神話動物で、虎は悪を代表する動物なの
で、竜の口から入って、虎の口から出た
ら、運が良くなり、厄をはらうことができ
るという説もあります。
　次は、台湾のB級グルメについて紹介しま
す。まずは「鹹酥雞（シャンスジー）」という
食べ物です。ニンニクで油を芳しくさせて
から、色んな食材を揚げて食べるB級グルメ
です。しかも、店によって、特別な塩胡椒
があります。このB級グルメは台湾の子供か
らお年寄りまで年齢を問わず、みんなに愛
されている食べ物です。台湾にきたら、ぜ
ひ食べてみてください。
　次は「滷味（ルーウェ）」という食べ物で
す。こちらは漢方の出汁で、食材を煮込ん

でから食べるB級グルメです。こちらも色ん
な食材があります。日本人の友達にも何人
かに食べてもらいましたが、日本人は漢方
の味が苦手な人が多いようです。でも一人
か二人食べられる人もいました。皆さんが
台湾に来たら、ぜひ挑戦してみてください。
　次は私の家族について紹介します。私の
父はプレート建築に関する仕事をしていま
す。母はデパートのコーナーのスタッフで
す。弟は185センチの身長とギャップがあっ
て、芸術の大学に通っています。ちなみ
に、私の家族はみんなベジタリアンです。
　また、日本に来るきっかけについてお話
ししたいと思います。日本語を勉強してい
る時から、ずっと自分の身を日本語の環境
に置きたいという気持ちが強かったです。
そして、ちょうど私の母校は長崎外国語大
学と二重学位のシステムがあり、長崎に来
ました。また、私は日本の温泉と居酒屋文
化が大好きなので、一刻も早く日本に行き
たかったです。
　続いて、日本に来てから、体験したこと
を紹介したいです。私は他の留学生があん
まりしないことをしました。居酒屋が好き
なので、時々一人で飲みに行って、地元の
人々と雑談したりして、日本語の練習にな
る一方、人との繋がりにもなります。ま
た、山登りもしました。私は自分の足で日
本の土地を踏んで、このところを感じたい
です。自分の足で山頂まで登って、そして
同じく登りに来た日本人の方と話し合い、
なかなか良い体験でした。そして、釣りに
も行きました。83歳の松尾さんというお爺
さんに弟子入りして、いろいろ話しまし
た。松尾さんは長崎が地元なので、遠くか
ら原爆を目撃した話も言ってくれました。
本当に良い交流でした！
　最後に、奨学生になってから、勉強した
ことをお話ししたいです。ロータリーの中
の社長さんたちは質素な人が沢山います。
普段のやり取りも優しくて、ぎこちなくな
いのです。しかも、惜しげもなく自分の成
功の方法や、人生の理念を教えてくれます。

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：川添　秀則）
（カメラ担当：木下　貴夫）

本当に驚きました。例えば、私は時々、生
意気な発言をするので、みんなに謙虚にし
た方がいいよと言われたこともあります。
私は実は冗談の気持ちで言ったけど、やっ
ぱりもっと冗談っぽく言ったほうがいいと
思いました。そして、クラブの人たちの謙
虚さも勉強しました。

　以上

＊11月  例会卓話者予定＊

11月22日　 オリンパス㈱　福岡支店　
　　　　　医療国内営業本部　九州営業部　
　　　　　支店長・部長  瀧口　正晴 様

11月29日　ウルトラマラソン世界選手権
　　　　　メダリスト　  望月　千幸 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／11月21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／11月23日（木・祝日）　15:00〜 予定
　　　職場訪問例会　白山陶器㈱

＊ 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。

卓話者紹介
米山奨学地区委員
中嶋　久光さん

  ガバナーエレクト事務所スタッフ会議・懇親会 日時／2017年11月1日㈬ 18:30～
会場／富士国際ホテル

乾杯
橘髙 克和

地区大会実行委員長

中締め
平尾 幸一

月信副編集委員長

本締め
石井 正剛 事務局長


