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本日の出席率７４.４１％：会員数４５名・出席２６名・欠席１２名・出席規定免除会員（７）５名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.７２％：出席３７名・メークアップ０名・出席規定免除会員出席６名

　先々週の 「創立 27 周年例会 ・

祝賀会」 では、 田中 啓輔委員長

はじめ式典例会 ・出席委員会と山

口 裕之委員長はじめ親睦例会活

動委 員会、 宮﨑 正 典 ・ 八重野 

一洋委員長はじめ国際交流委員

会の皆様、 その他多くの皆様のご

協力により無事開催出来ました事

を感謝申し上げます。 また、 先週の 「旭川空港 RC 歓迎例会」

では、 急遽会場変更により皆様にはご苦労をお掛け致しました。

特に出迎え ・ 例会 ・ 懇親会等々山瀧 正久直前会長 ・岡 光正

直前幹事にはご協力を頂きありがとうございました。 両例会共に

数多くの皆様のご参加とご協力を頂いた結果、 無事に開催出

来ました事を心より感謝申し上げます。

　さて、 昨日は 「世界ポリオデー」 でした。 世界各国でイベント

が行われたようです。 RI はポリオ （小児麻痺） の撲滅を提唱し

て３０年、 絶滅宣言されていない国がアフガニスタン ・ ナイジェリ

ア ・ パキスタン３国となっています。 あと３年間でこの３国を中心

にポリオに感染する子供たちを救うために、 15,000 万ドルの寄

付を集める計画です。 私たちもこの趣旨を勉強して国際貢献を

して行くクラブ作りをして行きましょう。
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１．例会変更　
　　＊ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　　日時　１１月７日 （金）　１８：００ ～

　　　　場所　インターナショナルカフェ　　

　　　　　　　　　　　　※１０００回記念例会のため

　　　＊佐世保南ロータリークラブ

　　  ≪休会≫ 　日時　１１月１７日 （金）　　　　

２．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　　 ・日台ロータリー親善会議のご案内

　　■2017-2018 年度　地区大会事務局
　     　 ・ 地区大会表彰登壇のお願い　

　　　　 　「米山記念奨学会寄付額１千万円達成クラブ」 として

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 地区 IT 公共イメージ向上委員会より、 マイロータリーク

　　　　　 ラブ登録のお願いがあっております。 ご協力よろしくお

　　　　　 願いいたします。

　　     ・ 今秋まで調整期間と致しておりましたクールビズです　

　　　　　 が、 来月よりネクタイ着用でお願い致します。

　　　　 ・１１月９日は、 社員招待例会で、 シネマＢＯＸ太陽での

　　　　　 例会となります。

　　　　 ・１６日は、 例会会場が、 「ヴィオラ」 となっております。

　　　　 ・２３日は、 祭日で休会となっております

職業奉仕委員会 野村 和義委員長
　１１月９日は、 シネマＢＯＸ太陽で映画例会と

なっています。 今年は 「猿の惑星」 です。 皆

様ぜひご参加ください。

クラブビジョン委員会 岡 光正君
　１１月２日 （木） に新入会員セミナーを、 事

務局にて１８時より開催致します。 新入会員及

び、 関係者は宜しくお願いします。

　10 月 11 日　 田雑　豪裕・美知子　ご夫妻
　10 月 15 日　 田代　博之・顕子　ご夫妻
　10 月 19 日　 橋口　佳周・裕子　ご夫妻
　10 月 21 日　 鶴田　明敏・弘子　ご夫妻
　10 月 28 日　 牛島　義亮・真喜子　ご夫妻
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本日の合計　　　　     13,000 円

本年度の累計　　　  431,000 円

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
本日は、 佐世保商工会議所 女性会 会長古賀 久子様

の卓話です。 古賀様は県内唯一の日本政策金融公庫

農業経営上級アドバイザー試験に合格されたそうです。

本日はよろしくお願い致します。

岡田 文俊副会長
来たる２９日、 中央公民館で 「渋谷 TANPEN 映画祭佐世保」

が開催されます。 １２３本の応募からの１０編です。 無料です

ので是非ご参加ください。 表彰は夕方、 シネマボックス太陽

で行われます。

来たる１１月１日～３日、 恒例の 「させぼおくんち」 です。 我

が島瀬町が踊り町ですので、 ご声援ください。

鶴田 明敏君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 頂いてから一週

間も経つのに何の花か気づきませんでした。 勿論、 奥さん

に怒られました。

牛島 義亮君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

田代 博之君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

四元 清安君
誕生日祝いありがとうございます。 ６３歳になりました。

池永 隆司君
佐世保商工会議所 女性会 会長古賀 久子様、 いつも

家内がお世話になっております。 本日の卓話よろしくお願

い致します。

芥川 圭一郎君
台風が来る中行われました。 よさこい佐世保祭りですが、

やもなく途中で中止となりました。 でも、 けが人がゼロ

で本当に良かったです。

山口 裕之君
今年も全九州看板コンクールに出品したところ、 立看板

の部で２位、 総合２位と前回よりも総合順位は上がりまし

たが、 残念ながら１位の国土交通大臣賞を今年も逃しま

した。 まだまだ勉強不足のようです。 どうか私に勉強さ

せてください。 皆様からのご注文をお待ちしております。

馬渡 圭一君
本日３８歳になりました。 お誕生日のプレゼントありがとう

ございました。

クラブビジョン委員会 岡 光正君
　今月は米山月間となっています。 「米山記念奨学会」 につい

てお話させて頂きます。 米山奨学事業は、 日本最初のロータ

リークラブの創立に貢献した実業家米山梅吉氏の貢献を記念し

て発足されました。 １９６７年に文部省の許可を得て、 財団法

人ロータリー米山記念奨学会となり、 今年で５０年になります。

　奉仕の人 「米山梅吉」 氏は、 幼少にして父親と死別し、 母

の手一つで育てられました。 １６歳の時、 静岡県より上京し、

働きながら勉学に励み、 ２０歳で米国に渡り、 ベルモント ・ ア

カデミーウエスレヤン大学、 シラキュース大学で８年間の苦学

の留学生活を送りました。 帰国後、 友人の薦めで三井銀行に

入社し常務取締役となられ、 更にその後、 三井信託株式会社

を設立されました。

　米山記念奨学会の目的は、 将来母国と日本との懸け橋となっ

て国際社会で活躍する優秀なん学生を奨学することです。 中

央ＲＣでも、 2016-2017 年に、 大久保カウンセラーの元、 韓国

の金スルギさんを受入ました。 年間の奨学生採用数は７２０人、

事業費は１２億４千万円と、 国内では民間最大となっています。

奨学生の出身国は東南アジアが占めており、 中国と韓国出身

が多いのが現状です。 奨学金の詳細は、 学部課程が月額１０

万円、 修士課程が月額１４万円となっています。

　以上、 今月のロータリー情報として 「米山記念奨学会」 につ

いてお話させて頂きました。 　　

昭和 22年 10月　2日　古川　直記君
昭和 29年 10月 19日　四元　清安君
昭和 47年 10月 22日　有吉　　中君
昭和 54年 10月 26日　馬渡　圭一君
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ＳＡＡ：鶴田明敏君

次回例会／１１月２日１２：３０～

 貴クラブの例会におきまして、 佐世保商工会議所女性会の活

動紹介をする機会を頂きまして、 ありがとうございます。

 私たちは、 女性経営者の視点を活かして、 地域経済社会の発

展に寄与し、 あわせて女性経営者の資質の向上と会員相互の

親睦と連携を図ることを目的とする団体です。 主な活動として「佐

世保市歌を歌い継ぐ会事業」 「婚活事業」 「商活事業」 がありま

す。

　まず、「佐世保市歌を歌い継ぐ会事業」 は、平成２２年から行っ

ております。 この歌は昭和２７年 （１９５２年） に市政５０周年を記

念して制定されたものです。 私たちは、 ふるさと佐世保の美し

い自然や平和、 そして経済の発展がつづられたこの曲を通して

佐世保を愛する気持ちを共に育み、 次の世代に継承してい

きたいと思ってさまざまな場所で活動を続けております。

　次に、 「婚活事業」 です。 今年３年目を迎え、 これまでに計５

回開催しております。 佐世保に住む若い男女に出会いの場を

提供しています。 少子高齢化が進む中で、 この街で結婚・出産・

子育てをし、 将来の夢をお互いに語り合える環境づくりの支援

活動として、 会員一同積極的に取り組み、 地域の経済活性化

につなげたいと考えています。

　最後に、 私が会長就任後に新しく取り組んだ事業として 「商

活事業」 があります。 事業承継、 創業支援、 後継者育成応援

プロジェクトのことを 「商活事業」 と呼んでいます。 全会員が参

加し、 企業経営を通じて得たノウハウや知識・知恵を深め合い、

女性の目線で女性会らしい価値を積み上げながら活動を展開中

です。

　佐世保商工会議所女性会は２年後に創立６０周年を迎えます。

私は現在入会して３１年目となります。 この会で多くの事を学び、

支えられ、 自分自身女性経営者としての資質を磨くことができた

と思っています。 現会員数は４９名です。

　現在、 会員増強を図っております。 ロータリークラブの女性会

員の皆様方、 又、 会員の奥様方、 私たちと共に地域経済社会

の活性化に貢献していきましょう。

　ご入会を心よりお待ちしております！！ 

佐世保商工会議所女性会
　会長　古賀 久子様　

輝く女性を応援します！
　一緒に自分磨きしませんか！
　　女性の力で地域を元気に！
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