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本日の出席率９０.２４％：会員数４５名・出席３４名・欠席４名・出席規定免除会員（７）３名・ビジター４名

前々回の修正出席率９５％：出席３１名・メークアップ７名・出席規定免除会員出席２名

　本日は沢山の方々にご来訪を頂

き有難うございます。 佐世保東

ローターアクトクラブ会長　松尾純

一郎君には、 後程ローターアクト

クラブについてご紹介をして頂きま

す。

　また、 海外よりのご来訪で、 アメ

リカ  デ ラ ウ ェ ア 州Ｂｒａｎｄｙｗｉｎｅ

－Naamans Rotary Club より来られた Mｒs.ITＳＵKO さんは本日

偶然このホテルに宿泊中との事で MAKE UP されたそうです。

　本日の卓話をお願い致しました、 海上自衛隊佐世保地方総

監　佐藤　誠様には国防情勢上ご多忙な時期ながら、 我々の

「市民と共に」 にお願いとご理解いただき、 本日おいでいただき

ました。

　私達が同じひと時を共有する事を大切にし、 佐世保人として

の誇りを持ち続ける事が、 未来の佐世保 ・ 次の世代の発展に

繋がる事だと考えます。
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１．例会変更　
　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　　        日時　９月１９日 （火）　１９：００ ～

　　　　　　 　 場所　山暖簾　　　※観月例会のため　

２．来　　信
　　■国際ロータリー日本事務局
　　　  ・ 2017 年 8 月末までの RIJO-FAQ 配信履歴

　　　  ・「基本的教育と識字率向上月間」 のリソース送付

　　　  ・出版物一覧表

　　■ガバナー事務所
　　  ・ 社会奉仕セミナー開催のお知らせ

　　　　　　　日時 ：10 月15日(日） 13：30 ～　　

　　　　　　　場所 ： 東彼杵町教育センター　大会議室

　　　　 ・ 米山記念奨学生の出前卓話日程決定のご案内

　　　　　　　佐世保中央ＲＣ：１０月５日 （木）

　　　　　　　ウ ・ コウキンさん （世話クラブ　佐世保南ＲＣ）

　　　　　　　長崎県立大学　経済学科専攻　

　　　　　　　研究テーマ：「統計及び計量経済学」

　　　　 ・ My Rotary 登録表及び 『超簡単 My Rotary　登録法』

　　　　　　ビデオ送付のお知らせ

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新

　　　　　　１． 2017-2018 年度 ガバナー月信 Vol.3 （2017.09.01）

　　　　　　２． 中学生卓球大会を通して

　　　　　　　　 熊本地震復興支援への熱意を表す （諫早北ＲＣ）

　　　　　　３． 「聖地巡礼 気持ちよく」 虹ノ松原駅を毎月清掃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（唐津東ＲＣ）

　　　　　　４． 「交換留学生 2 人長崎市長を訪問」 来日と

　　　　　　　　帰国報告 （長崎ＲＣ）

　　　　　　５． ロータリー希望の風奨学金 「風の便り Vol.3 No.2」

　　　■ガバナーエレクト事務所
　　　　 ・ 2018-2019 年度　地区委員長輩出のお願い

　　　■2017-2018 年度　地区大会事務局
　　　　 ・「地区大会」 人頭分担金送金のお願い

　　　 　　送金金額 ：「8 月末日現在会員数 ×５， ３００円」

ブラニュアンネイメスロータリークラブ

（アメリカ デラウェア州）

　　イツコ ・ ソァープ様

佐世保東ロータリークラブ　  

　　川中 裕二様

北松浦ロータリークラブ

　　湊 浩二郎様

　

佐世保東ローターアクトクラブ

　　松尾 純一郎様
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ＳＡＡ：崎山 信幸君　  　 

次回例会　　　　　　　　

 ９月１４日１８：３０～

本日の合計　　　　    7,000 円

本年度の累計　　　 223,000 円

佐世保東ロータリークラブ 川中 裕二様
本日は佐世保東ローターアクトクラブのＰＲ活動に同行して参

りましたどうぞよろしくお願いいたします。

北松浦ロータリークラブ 湊 浩二郎様
メイキャップに来ました。 よろしくお願いします。

佐世保東ローターアクトクラブ　松尾　純一郎様
今日はお時間を頂きありがとうございました。

今後も、 2740 地区ローターアクトクラブをよろしくお願い申し

上げます。 会員増強などで御力添えをお願いいたします。

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
ブラニュアン メイネスロータリークラブ （米 ・ デラウェア州）

イツコ ・ ソァープ様

佐世保東ロータリークラブ　川中 裕二様

北松浦ロータリークラブ　湊 浩二郎様

佐世保東ローターアクトクラブ　松尾　純一郎様

本日のご来訪誠にありがとうございます。 　

本日はゲスト卓話で海上自衛隊佐世保地方総監部　総監 佐

藤誠様です。 同行は副官 本村竜一様です。 どうぞよろしく

お願いいたします。 　

芥川 圭一郎君
3 日より昨日まで 25 年ぶりにタイへ行って来ました。 バンコク

海上自衛隊佐世保地方総監部
        総監　佐藤 誠 様　

【遠くて近い国トルコ】

　　■社会福祉法人つばさ会
　　　　 ・えぼし ・ 赤木学園 合同運動会のご案内

　　　　　　　日時 ：10 月1日 （日） 10:00 ～１4:30

  　　　　　　場所 ：えぼし岳高原スポーツの里

　　　■長崎県発明協会
　　　　 ・ 支援機関 ・ 金融機関連携会議のご案内

　　　　　　　日時 ：9 月13日 （日） 13:30 ～ 14:30

 　　　　　　 場所 ： 佐世保市産業支援センター

　　　■させぼシーサイドフェスティバル実行委員会
　　　　 ・ させぼシーサイドフェスティバル終了のお礼

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 今週 9日( 土 ) 職業奉仕セミナーが武雄センチュリーホ

　　　　テルで、 10日(日) は青少年奉仕セミナーが有田ポーセ

　　　　リングパークであります。

　　　　該当される方、 よろしくお願いいたします。

　　　　来週は、 クラブビジョン委員会担当の例会です。

中央会 本田 実 幹事　
　第一回中央会　９月１８日に開催いたします。 １１時１９分スター

トです。 組み合わせ表は後日皆様に FAX します。

は近代的になっていました。 懐かしのアユタヤは相変わらず

でした。

　職種は戦術航空士でした。 P３-C の飛行機勤務でした。

　海上自衛隊が出来て６５年に成りますがその間３５年の勤務を

しておりまして、 そのうち１３年間は飛行機に乗っておりました。

平成２４年１２月に佐世保地方総監部幕僚長としてお世話になっ

ておりました。

　飛行機乗りではありますが、 佐世保には飛行機の基地の配備

が無い中２回目の勤務になります。 よろしくお願いいたします。

　今日の卓話ですが　北朝鮮や中国の最近のお話をと思ってお

りましたが、 この場ではテレビなどで放映されてる以上のことは

言えない立場であります。 代わりに平成１３年から３年間赴任い

たしましたトルコについてお話をいたします。

　トルコは　東西交流の要の地点である為、 世界遺産が多くあり

ます （ブルーモスク、 アヤソヒヤ） アナトリア半島にある国です。

面積は日本の２倍、 人口は日本の半分強、 トルコ民族が７４％ク

ルド民族が１５％になっております。 言語はトルコ語、 宗教はイ

スラム教で親日的です。

　トルコでは防衛駐在官として勤務いたしました。 国同士の交友

関係を築くために、 大使公邸で開かれる年２回のレセプションに

も参加をしておりました。 ８０ヵ国との付合いにもなると年間１６０

回のレセプションがあり、 このレセプションを通じて各国の人々と

仲良くなって情報収集をおこなうのが駐在官の仕事でした。

　トルコが親日的になったきっかけが、 １８９０年に明治天皇に皇

帝親書を奉呈しオスマン帝国最初の親善訪日使節団となった

時、 船で帰路の途中台風で浸水、 和歌山県串本町沖で沈没、

串本町の住民が船員６００名中６９人の生存者を助け出し、 日本

海軍が母国イスタンブールまで生存者を送り届けたのがきっか

けで、 遠い異国である日本と日本人に対して好印象を頂いたと

言われています。 現在でもトルコ沖西部地震の際、 仮設住宅な

どを海上自衛隊の船で運搬し救護活動を行ったりと友好関係が

保たれています。
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