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回例会

NO 19

日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 58 名・免除者欠席 10 名・欠席 11 名・ビジター 1 名 ・出席率

73.41 ％

《10月31日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 60 名・免除者欠席 9 名・欠席 10 名・メークアップ 10 名・修正出席率 100.00 ％

卓

話

『世界一周を終えて』
長崎国際大学RAC
国際交流委員長

木村

綾佑さん

多くの人々に支えられた旅から早半年、
未だ興奮冷めやらぬ次第ですが、先ずはこ
の場をお借りして無事に帰国出来ましたこ
とをご報告すると共に、ロータリアンの諸
先輩方からの多くの応援、激励を頂きまし
たことを心よりお礼申しあげます。
さて、今回の71日間に及ぶ旅において、
様々な国や地域を巡る中で風光明媚な名勝
地を訪れ、多様な文化をその肌で感じ取る
ことが出来たことはその全てが新鮮なもの
でしたが、何より旅先で出逢った多くの人
との出会いは正に“一生の宝物”と言って
も過言ではありません。
実を言うと旅の直前になって「何事もな
くちゃんと帰って来れるだろうか」という
猛烈な不安に襲われながらの出発となった
訳ですが、案の定トラブルに見舞われまし
た。インドではタージマハルのあるアグラ
という都市から、首都であるニューデリー
までの列車が遅れに遅れ6時間近く待ちぼう
けをくらうこともあれば（インドでは日常
の様ですが…）、ペルーでタクシー強盗に遭
い、パスポートやカメラ等の入った鞄を失
うということもありました。しかし、その
度に人の優しさに触れることができました。

列車を待っているときには現地の大学生カ
ップルにカレーを分けて貰いながら色々な
話をしたり、ペルーではゲストハウスを経
営している家族がパスポートの再発行まで
彼らの家に泊めてくれただけではなく、1日
3食ご飯もご馳走になった上、リマの街を
色々と案内してくれました。そして驚くべ
きことに、彼らは僕から1ルピー（インドの
通貨）も、1センタボ（ペルーの通貨）もお
金を受け取ろうとしなかったのです。そん
な世界の友人たちとは、今でもメッセージ
を通じてお互いの日常について時折伝え合
うのですが、帰国した後も何となく旅が続
いているような浮足立った気持ちにさせら
れます。いつかは日本へ行きたいと口々に
言う彼らとは、いつか近い未来に再び会う
様な気がして止みません。
私たちの街、佐世保は古くから軍港の街
としてグローバルな発展を遂げています
が、昨今は大型旅客船の来航など一層の国
際化が進んでおり、また日本全体としては
再来年には半世紀ぶりの東京オリンピック
も開かれます。こうした潮流の中、日本を
訪れる外国人は更に増え続けることでしょ
う。そのような中で“おもてなしの精神”
までとは行かなくとも、街中で困っている
外国人旅行者には積極的に声を掛けてみよ
うと思うに付けて、本当に些細でありきた
りな事かもしれませんが、自分が異国の地
で受けたちょっとした気遣いや親切は、そ
の地に足を踏み入れて間もない自身にとっ
ては、あまりに有り難いものであることを
実感した身として、今度は私が今回の旅で
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貰った優しさを日本を訪れる外国人へ恩返
しとして繋げていきたいと思っています。
まだまだ青二才の未熟な身ではあります
が、“人々への奉仕”というロータリーの使
命を微力ながらもこれからの人生の中で体
現できれば大変嬉しい限りです。

例会記録
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
長崎国際大学RAC
国際交流委員長 木村 綾佑さん

会

長

挨

拶

会長 古賀
巖
ついに明後日から、約1,200
名の登録を頂いて地区大会が
始まります。
橘髙克和実行委員長も、毎
日地区大会事務局に詰めてお
られると伺っております。
土曜日の天候が心配のところではありま
すが、この期に及んでは、もう本番に集中
し私達みんなで、ただただやり遂げるだけ
でありますので、どうかよろしくお願い致
します。
本日は例会終了後に、受付でお配りする
資料の袋詰め等、実務作業もあるそうです
ので、本日から地区大会本番に入っている
と言っても過言ではないかもしれません。
また、観光シーズン真っ只中の佐世保市
ですが、明日15日㈭は佐世保の冬の風物詩
にもなっている、きらきらフェスティバル
の点灯式です。手前味噌で恐縮ですが、今
年も私自ら上って描いた美術館の壁面をは
じめ、多数のイルミネーションを手がけさ
せて頂きましたので、島瀬公園に足を運ん
で頂ければ幸いです。
さて本日の卓話は、長崎国際大学RACの
木村綾佑さんです。
世界一周をされる前に卓話をして頂きま
したが、無事世界一周から帰ってこられま
したので、今回はその報告の卓話です。

（2）

卒業があって、3年生の6月頃までしか熱
心に活動ができなかったり、試験や長い夏
休みや春休みがあったりという大学特有の
会員確保に苦しんでおり、会員数が大変少
なくなっておりますが、ローターアクトの
火を消さないように会員増強に努めて欲し
いと思いますし、大学側にもお願いをして
いきたいと考えます。今日は、私たちにと
って子どもや孫にあたる世代のお話を聞け
るのを楽しみにしておりますので、最後ま
でよろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．第2740地区 ガバナー 福田 金治さん
2018-2019年度ロータリー国際大会参加お
よびツアー募集について
国際大会期間／2019年6月1日㈯〜
6月5日㈬
ツアー期間 ／2019年5月30日㈭〜
6月4日㈫
会場／ハンブルグ(ドイツ)
※申込み期限／2018年12月10日㈪
登録料／
ロータリアン･ゲスト
2018年12月15日㈯迄登録 ＄395
2019年3月31日㈰迄登録 ＄495
2019年4月1日㈪以降・現地登録
＄595
＊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．地区大会実行委員長 橘髙 克和さん
海上自衛隊 護衛艦「あさゆき」見学にご
参加の皆様へ
 護 衛艦入場に、顔写真が付いた身分証
明書（例／運転免許証・パスポート・
マイナンバーカード等）持参のお願い
３．第2740地区 ガバナー 福田 金治さん
インターアクト・青少年活動委員会
委員長 德川 清隆さん
第7回全国インターアクト研究会の再ご案内
 締 め切り日を延長致しましたので改め
てご案内致します。

締め切り日／2018年12月20日㈭に延長
詳しい内容は10月31日No.17週報をご覧く
ださい。
４．第2740地区 公共イメージ委員会
委員長 久保 泰正さん
1 1月5日㈪ 付けのMy Rotaryアカウント
登録率報告
５．クラブより
2019年1月の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11月9日㈮ 大委員長・小委員長
へメールでご案内
提出期限／小委員長より大委員長へ
2018年11月28日㈬
大委員長より幹事へ
2018年12月6日㈭

委員会報告
■資金推進・財団・米山委員会
委員長 西田 勝彦
ロータリー財団セミナーに
参加して
去る11月11日㈰ 、東彼杵町
総合会館で、R I第2740地区
2018〜2019年度ロータリー財
団セミナーが開催され、木村公康次年度会
長、ロータリー財団委員会の黒木政純委員
長と一緒に参加して来ましたので、報告し
ます。
セミナーは、ロータリー財団についての
説明と財団を構成する各委員会の事業活動
報告が行われました。
財団の補助金については、会員の皆さん
の寄付が、3年後に還元される仕組みになっ
ていますので、寄付金の額によって、地区
補助金やグローバル補助金が決定されるこ
とになります。
ちなみに、2018〜2019年度の財団寄付目
標は、1人当たり年間平均150ドルとなって
います。
地区補助金の事業活動として、佐賀の神埼

RCから、県警などと協力して、非行に走っ
た少年たちの居場所づくりということで、
ミニ運動会とバーベキュー大会を開催し
て、少年たちとの親睦を深めたという報告
がありました。
また、補助金委員会の隅 康二委員長か
らは、グローバル補助金の活動として、ネ
パールの貧困層の子どもたちを対象とし
て、ロータリー財団で手当てして種をまい
て、その子たちが大きくなったら、米山奨
学生として育てていくことができればとい
う話もありました。
資金推進委員会の古賀秀仁委員長から
は、財団寄付0クラブを無くすこと及び前述
の1人当たり年間平均150ドルの財団寄付目
標について、また、ロータリーダイナーズ
クラブカード入会についてのお願いがあり
ました。このロータリーダイナーズクラブ
カードにつきましては、今週末に開催され
る地区大会の会場にブースが設けられると
いうことですので、興味がある方は、そこ
で説明を受けることができると思います。
以上、簡単ですが報告を終わります。
■地区大会実行委員会 委員長 橘髙 克和
幹事 納所 佳民
連日、事務局にて委員会活
動を行っております。各委員
長をはじめ、委員の皆様、有
り難うございます。
いよいよ地区大会も、3日
後となりました。大会を成功させる為に
も、皆様のご協力が必要です。最後までご
協力宜しくお願い致します。
■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
委員長 納所 佳民
台南R C創立65周年記念式典
訪問のご案内
姉妹クラブの台南RCが、創
立65周年を迎えられます。当
クラブの創立65周年記念式典
には22名様ご参加頂き、17日の地区大会に
は16名の方がお祝いに出席して頂きます。
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来年1月の台南RCの式典には多くの参加
でお祝いに参りたいと思います。詳細は資
料をご確認ください。尚、締め切りは11月
21日㈬の例会までにお願いします。
■地区大会懇親委員会
赤木
会場案内について
ホテルオークラJRハウステ
ンボス駐車場への地図を配布。

征二

長崎国際大学ローターアクトクラブ、
木村綾佑さん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。
◇

ニコニコボックス

慶

本日合計
累

祝

親睦活動委員会
○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）
髙田 俊夫さん（18日）
松尾 文隆さん（22日）

椎山

計

24,000 円
434,000 円

昇
＊11月 例会卓話者予定＊
11月21日

名誉会員
陸上自衛隊水陸機動団長 兼
相浦駐屯地司令 青木 伸一 様

11月28日

米山奨学生

パク キ ヨ ン

		 朴基栄さん
（長崎国際大４年・男性）

＊地区大会 慰労会の開催について＊
日時／12月1日㈯ 18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート
フラッグス
会費／無料

ニコニコボックス
古賀
廣瀬
福田
赤木
安部
河原
増本
松尾
坂元
池田

親睦活動委員会 河原
巖 会長、大久保利博 幹事
章博 副幹事、安福 竜介さん
金治さん、坂本
敏さん
征二さん、草津 栄良さん
雅隆さん、德川 晃尚さん
忠徳さん、橘髙 克和さん
一也さん、木村 公康さん
文隆さん、大神 吉史さん
崇さん、黒木 政純さん
真秀さん

クラブ会報委員会
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忠徳

委 員 長
副委員長

＊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4日㈫ 16:10〜
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

次回例会

未定

＊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。
＊R AC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：大神 吉史）
（カメラ担当：萩原多恵士）
大神
黒江

吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

