
佐世保ロータリークラブ　　　　　　　　　 　  平尾　幸一様

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　　　 柳田　昌洋様

　　　　　　　　　　　　　　　  　 　　　　　　　　 田中　尚子様
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本日の出席率８０.５％：会員数４１名・出席３１名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さん、 こんにちは。 今日は啓

蟄です。 冬ごもりの虫が這い出る

季節になりました。 一雨ごとに春

になるかと思いきや、 寒のもどりで

寒くなっています。 寒暖の差があ

り、 体調には気を付けて下さい。

　先日の土曜、 日曜日にアルカス

音楽祭が開催されました。 川島千鶴君は司会の仕事をしており

ました。 お疲れ様でした。 私は、 趣味で３年ほどしております

尺八で出演させていただきました。 曲目はＮＨＫ大河ドラマ黒田

官兵衛にちなんで、 「黒田節による幻想曲」 でした。

　国際交流委員会が開かれ、 釜山蓮山ＲＣ訪問の４月９日 （水）

～４月１１日 （金） までのスケジュールを打ち合わせました。 おも

しろい企画が立てられているようですので、 多くの参加をお願い

します。 昨日は、 市内８ＲＣの会長幹事会が開かれました。 第７

回目になっておりますので、 議題は重要な次回開催日をいつに

するかを決定したことです。 和気あいあいの時間を過ごさせて

いただきました。

　健康法をと考えておりましたが、 先日北陸でバス事故が起きて

おります。 バス運転手の体調の不具合による事故と考えられて

おります。 ２０１２年に発生した、 発作や急病など運転中などに

起きた病気が原因の人身事故が、 少なくとも２６２件あったと警

察庁の調べでわかりました。 生活習慣病とされる心臓病と脳血

管障害が半分を占めているようです。 年齢が高くなるにつれ、

発作、 急病が原因で発生する事故の確率は高くなります。 普

段から健康を保って、 車を安全に運転することが大切です。 し

かし、不順な天候が続いたり、精神的に落ち込んだりすることで、

体調を崩すことがありますので注意して、 交通事故を起こさない

ようにしてください。 お願いします。

 １．例会変更
　　北松浦ロータリークラブ
　　　　 ３月１１日( 火） １２：３０→３月９日 （日） ９：００～１１：００

　　　　 佐々町エースゴルフ近辺道路　　清掃奉仕活動のため

　　　　 ３月２５日 （火） １２：３０～１８：３０～

　　　　 サンパーク吉井　創立４５周年記念式典のため

　  　　佐世保東ロータリークラブ
　　　　３月２７日 （木） １２：３０→３月２９日 （土） １８：３０～

　　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス

　　　　釜山蓮堤ＲＣ公式訪問歓迎観桜会のため　　　　

　　　　３月２０日 （木）　休会　定款第６条第１節により

２．来　　信   

    ・地区大会事務局
　　  交通手段等の確認について

     ・諫早北ロータリークラブ
　　  第３５回ＲＹＬＡ開催のご案内

　　　日時　平成２６年５月２４日 （土） ～２５日 （日） 一泊二日

　　　場所　国立諫早青少年自然の家

committee

牛島義亮 中央会会長
◆佐世保北ＲＣ・ 北斗会との対抗戦の案内　

　 日時　３月２１日 （金 ・ 祝）　０９ ： ２７スタート

　 場所　佐世保カントリー倶楽部

◆第４２回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会の案内　

　 日時　５月１１日 （日）　１１ ： ０５スタート

　 場所　佐世保カントリー倶楽部　　　

Birthday

昭和２５年３月　７日　橋口　佳周君
昭和２４年３月１１日    坂井　智照君
昭和１６年３月２１日　福田　英彦君



佐世保ロータリークラブ　平尾幸一様
佐世保ＲＣの平尾幸一です。 中央ＲＣのビジターオブザイ

ヤーを目指して３回目のメイクアップです。 本日もどうぞ宜しく

お願いします。

佐世保南ロータリークラブ　田中尚子様
本日は宜しくお願いいたします。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お寒い中、 例会にご出席頂きありがとうございます。 先週の

卓話でカジノの話を聞いた途端、 カジノ誘致問題が新聞の

紙面を賑わすようになってきましたね。 頑張って頂きたいもの

です。 さて、 本日は長崎短期大学国際コミュニケーション学

科教授、 小嶋栄子先生の卓話です。 皆さん背筋を伸ばし清

らかな眼で拝聴してください。 宜しくお願いいたします。

福田英彦君
岩政君の無事退院おめでとうございました。 少しばかり心配

でしたが、 元気な姿を見てニコニコします。

坂井智照君
ゲスト卓話の長崎短期大学国際コミュニケーション学科教授

の小嶋栄子様のご来訪にニコニコします。 又、 私の誕生日

のお祝いでニコニコします。

井上亮君
今月は私の誕生月です。 本田委員長がおめでとうございま

すとニコニコの封筒をプレゼントされましたので、 お金を入れ

てお返しします。

四元清安君
結婚記念日に届くであろう花束にニコニコします。

小川正信君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。 私も妻も昭和３０

年の羊年生まれで、 血液型も二人ともＯ型です。 子供二人

もＯ型だったということで一応波風も立たず、 無難な夫婦生

活を送っております。

八重野一洋君
今月２２日で５２歳になります。 お祝いありがとうございます。

ニコニコする？と本田委員長より催促がありましたので、 喜ん

でニコニコします。

昭和３７年３月２２日　八恵野一洋君
昭和２７年３月２６日　井上　　亮君

３月　３日　溝上純一郎・京子　ご夫妻
３月　９日　小川　正信・眞由美ご夫妻
３月２３日　宮崎　正典・美佐子ご夫妻
３月３０日　崎元　英伸・ジン　ご夫妻
３月３０日　四元　清安・千晴　ご夫妻　

岩政孝君
無事退院しましたので、 ニコニコします。
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本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　 671,000 円

《  留学生たちと過ごす日々…　》　
＊　ゲスト卓話　＊

長崎短期大学
国際コミュニケーション学科　
教授　小嶋  栄子様
　本短期大学には、 約１５年ほど前から、

たくさんの留学生が来ています。

またかつてはスペインからも来てました。
（ZZZZ..... シエスタの真っ最中）

あ、 目が覚めました。

　

留学生と接していると
さまざまな未知との遭遇があります。

これって何？

　 ・ ダンゴがわかりません。

　 ・ ヘイボーゴー、 とてもおいしかったです。

　 ・ まずは、 オッコメーを買いたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （韓国人男子留学生から）

中国から…　 韓国から…　

ミャンマーから…　 ベトナムから…　

交換留学生として、台湾からも　 かつてはフランスからも　



ＳＡＡ：馬場貴博君君

次回例会／３月１３日１８：３０～

次回献立／ステーキ丼、サラダ、スープ
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★正解は ...

　 ・ 単語

　 ・ ハンバーガー

　 ・ ウォークマン

タイ語では 「し」 の発音が ...

　 ・ 日本で大流行した、 あのドラマ ...。

　 ・ 「わたしはおしんが大好きです」　　（タイ人男子留学生から）

★「し」 の発音がないので、 代わりに 「ち」 と発音します。

昔、 大学の事務局で ...

　 ・ 事務局員が 「それはちょっと、 わからないんですが ...」　

　 ・ 「ちょっとわらない部分はいいので、 他のたくさんわかる部

　　 分を教えて下さい」　　　　　 　（フランス人女子留学生から）

★必死に訴える留学生！

お礼、 言い過ぎ！

　・日本人は必ずお礼を２回以上言う。（中国人女子留学生から）

★プレゼントをもらった時に

　 「ありがとうございます」 １回目

　 そして ... その次に会った時、

　 「このあいだは、 ありがとうございました」 （２回目 ...）

さらに丁寧すぎると ...

　 ・ 「なさい」 を丁寧に言うと 「ください」

　 ・ では 「お帰りなさい」 は ... ？ （ミャンマー人女子留学生から）

★ホームスティ先で、 ご主人が帰宅した時に

　 「お帰り下さい！お帰り下さい！」 と連呼して叱られたそうです。

そして、 平和すぎる日本 ...

　 ・ 滞在わずか４日間 ...　　　　　　　　　  （コソボ人男子留学生）

★福岡空港に降り立った彼は、 迎えの佐世保までの、 車窓の

　 景色を見て呆然。

   内線の混乱で 「戦闘状態」 が彼の日常だった ...。 あまりの

　 ギャップに精神が不安定になってしまい、 来日４日後に帰国

　 しました。

いろいろあります。 でも ...

みんながんばっています。

これからも ...

留学生をよろしく！
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