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本日の出席率７３.６８％：会員数４３名・出席２３名・欠席１３名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター１名

前々回の修正出席率９７.６２％：出席２８名・メークアップ１０名・出席規定免除会員３名

　皆さんこんにちは。 今日の例会

は先日案内しました、 海上自衛隊

佐世保地方総監　山下万喜海将

の卓話の予定でしたが都合で延

期になりました。 後日、 お願いし

たいと思います。

　先週１４日から韓国 釜山蓮山

ロータリークラブの創立２５周記念式典に当クラブのメンバー８名

と参加してきました。 途中、 携帯電話に熊本の地震のニュース

が入ってきました。 地震関連死者を含めると死者５０名以上、 避

難者１０万人、 今なお余震が続いています。 亡くなられた方の

ご冥福と被災された方にお見舞い申しあげます。 台湾をはじめ

海外や東北、 日本各地のロータリークラブ等、 数多くの団体か

ら支援が始まっています。 同じ天災でも襲来時期が予測できる

台風の方が、 地震より人命の被害が少ない様に思います。 私

の仕事の瓦工事業組合でもブルーシートの支給と職人の派遣

にむけて検討に入りました。 現地の組合と話がつき次第、 実施

されると思います。

　さて、 帰国翌日の１７日、 「佐世保市内８ロータリークラブ親睦

ゴルフ大会」 が佐世保カントリー倶楽部で行われました。 当日、

天候が心配されましたが天候に恵まれ実施されました。 私は韓

国から帰ったのが前夜１１時前頃だったのですが、 肩の力が抜

け普段よりスコアーが良く４０位になり飛び賞がいただけました。

数日前から充分練習し気合を入れてラウンドするより良い結果が

でました。

　本日、 韓国釜山蓮山ロータリークラブの訪問の報告です。 参

加された方、 よろしくおねがいします。

１．例会変更
　　 伊万里ロータリークラブ

５月１１日（水）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所 ： 例会場　　＊夜の例会の為

６月　８日（水）１２：３０→１８：３０～
　　　　場所 ： 例会場　　＊年度末懇親会の為

　　　　５月　４日（水・祝）休会　定款第６条第１節により

　 伊万里西ロータリークラブ
５月　５日（木・祝）休会　定款第６条第１節により

　 佐世保北ロータリークラブ
５月　９日（月）１８：３０～

　　　　場所 ：シネマボックス太陽　　＊従業員招待例会の為

５月　２日（月）・５月３０日（月）休会　
定款第６条第１節により

    
２．来　　信

・ガバナー事務所
　①熊本地震義捐金のお願い

　②２０１６～２０１７年度会員増強 ・ 寄付目標入力 日本語版　

　　 ガイドのお知らせ

・ガバナーエレクト事務所
　①２０１７～２０１８年度国際青少年交換学生の募集について

　②「地区研修 ・ 協議会」 基調講演についてのお願い

・古賀良一ガバナー補佐
　ガバナー補佐最終訪問日確認のお願い　　

・（公財）佐世保地域文化事業団
　「アルカスSASEBOジュニアオーケストラ第４回定期演奏会」

　開催のご案内

〒857-0875 佐世保市下京町 10-6 太陽アネックスビル 306 号室 TEL.0956-25-5595 FAX.0956-25-3445 Mail.chuo.rc@theia.ocn.ne.jp

指山 康二職業奉仕副委員長
　５月１９日職場訪問例会のご案内です。

１３時より 「日本料理保名」 で例会。 その後マイクロバスにて今

右衛門古陶磁美術館まで移動して、 人間国宝 今泉今右衛門

先生の卓話をしていただき、 美術館、 工房、 展示室を見学し

ます。 駐車場不足ですので、 乗り合わせでお願いします。

福岡城西ロータリークラブ　　 　　　　　　  村上　寅浩様
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本日の合計　　　　    10,000 円

本年度の累計　　　  697,000 円

■ 釜山蓮山ＲＣ公式訪問報告 ■

馬場 貴博幹事　
　先週の１４日～１６日の日程で、 韓国 

釜山蓮山ロータリークラブへ２５周年記念

例会と５年ごとの姉妹クラブ締結調印式

に溝上会長 ・ 山瀧会長エレクト ・ 宮﨑国

際奉仕委員長・八重野国際交流委員長・

西村パスト会長 ・ 岡親睦活動委員長 ・ 松田啓伸君それに馬場

の計８人で参加してまいりました。 午前１１時に福岡空港より出

発し、 １２時に釜山蓮山ロータリークラブの会員と空港で合流

後、 誰も知らない冷麺屋に連れて行かれ、 まずい５００円の冷

麺をお腹いっぱいと偽り一口で丁重にお断りし、 一旦ホテルに

チェックインしました。

　その後、 １７時からの会議に全員参加して頂き２年に一度の

相互訪問を確約し、 調印式を行いました。 １９時からの記念式

典に望み改めてここで調印のセレモニー行い、 溝上会長は流

暢な韓国語でご挨拶を披露され 「どうだっ！！」 と言わんばか

りのドヤ顔でした。 私と山瀧さんの名札は見事間違われ、 山瀧

さんが上滝さんに馬場が馬長に改名されるカンタを受けました。

その後、 釜山蓮山ロータリークラブの会員はそそくさと水が引く

ようにいなくなり、 なんだかなぁとゆう雰囲気でした。 とって付け

たように２次会に誘われましたが、 丁重にお断りし若いもん６名

での２次会を終えました。

　２日目は早々にソウルにＫＴＸで移動し、 皆さん買い物や買い

付けにと三々五々楽しまれ、 夕食に焼肉を頂きソウルの洒落た

ジャズバー （日本のブルーノートみたいなお店） で楽しい時間

を野郎ばかりで過ごしホテルに戻りました。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様こんにちは。 熊本 ・ 大分地震で被災された方々に心よ

りお見舞いを申し上げます。 九州は大丈夫と思っていた方大

間違いですよ。 興味があられれば近いうちに社員を卓話で

話をさせます。

本日は先週の１４日からの韓国釜山蓮山ロータリークラブ公式

訪問の報告会です。 姉妹クラブ締結調印式も無事終わり、

参加された皆さんのお話を聞いて下さい。

溝上 純一郎会長
釜山蓮山ロータリークラブ創立２５周年記念式典に参加された会

員の皆様、お疲れ様でした。 １６日 （土） の夜、佐世保に帰って、

１７日 （日） 市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会で４０位の飛

び賞を頂きましたので、 ニコニコします。

池永 隆司副会長
何回目かは忘れましたが、 結婚記念日の花ありがとうございま

す。 それから、 先日の市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会の

飛び賞を頂きました。 溝上会長から副会長やったら、 ニコニコ

せんばやろうと言われましたので、 ニコニコします。

八重野 一洋君
日曜日にインフルエンザにかかり、 例会をお休みしますので、

幹事代筆にて失礼します。 ４月１４日～４月１６日の３日間、 西海

ツーリストとウエストツアーのコラボ 「溝上純一郎と行く韓国の旅」

にご参加頂き、 誠にありがとうございました。 到着後これまでに

昭和２４年　４月　１日　指山　康二君
昭和３４年　４月　７日　宮﨑　祐輔君
昭和３５年　４月１５日   前田　眞澄君
昭和３９年　４月１７日　香月　章彦君
平成元年　　４月１８日　松田　啓伸君

４月　６日　古川　直記・敏子　 ご夫妻
４月１３日　池永　隆司・智恵子 ご夫妻
４月２０日　香月　章彦・貴子　 ご夫妻
４月２３日　前田　眞澄・ひとみ ご夫妻
４月２９日　西村　浩輝・雅子　 ご夫妻
４月２９日　山瀧　正久・秋子　 ご夫妻

＊熊本地震に対する建築士としての地震対策の話をします。

昭和５６年以前の建物は危険です。 免振補強をして下さい。

私は 「応急危険判定士」 の資格があり、 ５月頃に長崎県より

熊本に派遣される予定です。 皆様、 日頃から災害に備えて下

さい。

ないランチの歓待に驚き、 殺伐とした式典も溝上会長の徹夜で

練習された韓国語での祝辞 （７５点） で乗り切り、 初参加の松田

啓伸君は韓国滞在を 「覚醒中」 とコメントし、 将来の国際奉仕

委員長とまつりあげられました。 溝上会長、馬場幹事、西海ツー

リストの宮﨑国際委員長、 参加して頂いたメンバーの皆様、 お

疲れさまでした。 ニコニコします。

四元 清安君
市内８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会に参加された皆様、

お疲れさまでした。

芥川 圭一郎君
先週の日曜日、 従兄がいる熊本に救援物資を届けに行っ

て来ました。 道中、 多くの九州外の救援車両に合いました。

感謝します。 ありがとうございます。
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ＳＡＡ：本田実君

次回例会／４月２８日１２：３０～

次回献立 /カツカレー、海藻サラダ、杏仁豆腐

　この３日間、 宮﨑委員長は自分の時間を過ごすことなく献身

的にアテンドしてくれました。 宮﨑委員長ありがとうございまし

た。

　但し、 釜山との交流は既に限界に来ていると思います。 一度

真剣にクラブで解消を含めた議論が必要かと思いました。

宮﨑 正典国際奉仕委員長
　４月１４日から２泊３日で釜山蓮山ロータ

リークラブ公式訪問に８名で参加してきま

した。 姉妹クラブ締結再調印式、 合意

文書を交わしました。 次回の訪問は岩

政さんの年度です

岡 光正親睦活動委員長
　私は入会して毎年、 釜山蓮山ロータ

リークラブを訪問させて頂いてます。 毎

回、 感じる事は 「おもてなし」 の気持ち

が年々薄れてきている様に思います。

私達が行った当クラブの創立２５周年記

念式典の折には、 精一杯の気配りと 「おもてなし」 でお迎えし

たと思います。

　今後の国際交流については、 いろんな模索が必要だと考え

ます。 次年度については、 韓国との交流がないので国内を視

野に入れながら、 山瀧次年度会長と相談し、 より良い交流事

業を行いたいと思います。

松田 啓伸君
　今回初めて釜山蓮山ロータリークラブ

訪問、又、釜山、ソウルも初めてでした。

姉妹クラブ締結調印式や例会の雰囲気

などがこちらとの違いが体験でき、 大変

勉強になりました。 溝上会長の韓国語の

スピーチにも感動しました。 次回行く機

会があれば、 私も少しは韓国語を勉強してあちらの会員の方と

も親睦が深められればと思います。 この度、 参加させて頂きあ

りがとうございました。

山瀧 正久会長エレクト
　去る４月１４日～１５日１泊２日で、 姉妹

クラブの釜山蓮山ロータリークラブの創立

２５周年記念式典に８名のメンバーで参

加をいたしました。 空港での出迎えを受

け、 期待した昼食では思いもかけない

質素なもので皆がっくり。記念式典では、

今後の交流について調印式を行い懇談で親交を深めました。

今後、 姉妹クラブとして交流を進めていくことであれば、 意義

あるものとするために内容を考える時期に来ていると思われま

す。 今後は、 国内のロータリークラブとの交流も視野に入れて

考えて行く必要があるのではないでしょうか。

　二日目は、 岡君と韓国語もあまり話せない二人でありました

が、 チャガル市場周辺の散策を行い、 有意義な視察で楽しく

研修を行ってきました。

西村 浩輝パスト会長
アンニョンハセヨ

釜山蓮山ロータリークラブが会員１５名と

なった中で、ホテルから会場へ向かう時、

久しぶりに權さんと再会しました。 ２５周

年式典もこじんまりとしたものになったと感

じました。

　又、 安東鳩さんもおとなしくなっていたのは指山パスト会長が

行かなかったからと思います。 ソウルでは単独行動で明洞の

ＮＡＮＴＡ専用館まで歩いて行き、 大笑いし、 楽しく観劇してき

ました。 ソウルはまだまだ楽しませてくれると思います。

カムサムニダ
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