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本日の出席率８６.９５％：会員数４７名・出席３２名・欠席６名・出席規定免除会員８名・ビジター３名

前々回の修正出席率７２.７２％：出席２３名・メークアップ３名・出席規定免除会員出席６名

　皆さん、 台風 （２４号） の被害は

なかったでしょうか？週末にはまた

台風 （２５号） が接近して来ている

ようです、 被害のないことを祈るば

かりです。 先週末、 「不要不急な

外出は控えるよう」 という注意の流

れる中 「井上さんのためなら」 と相

当な決意で佐世保国際 CC に集

まられた皆さん、 本当にご苦労様でした。 それにしても 「井上

人気」 を痛感する一週間でした。 一日も早く元気で復帰される

ことを心より祈念いたします。

　本日はロータリー米山奨学生の卓話をお願いしましたところ諫

早西ロータリークラブお世話のシュレスタ ・ アビシェク君が来てく

れました。 ネパール連邦民主共和国から長崎ウエスレヤン大学

に留学中です。 行った事のない遠い国のお話で楽しく勉強させ

て頂きます。

佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

佐世保 RC　　　　　　　佐世保北 RC　　　北松浦 RC

　　平尾 幸一様　　　  　宮原 明夫様　　　　湊 浩二郎様

１．例会変更
　　　　＊佐世保西ロータリークラブ

　　　変更　１０月２３日 （火） １２：３０～　海上自衛隊佐世保史料館

　　　　　　　　　　　　　　※職場訪問例会のため

　　　　　１０月３０日 （火） １８：３０～　 雑魚屋　　※夜の例会のため

　休会　１０月９日 （火）

２．来信
　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ ロータリー財団セミナーのご案内

　　　　　　日時　11 月11日(日） 12：30 受付　13：00 ～ 15：15

　　　　　　会場　東彼杵町総合会館

　　　　 ・ バギオ訪問交流の旅　募集要項

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　　　ＲＩ日本事務局 財団室ＮＥＷＳ（１０月号）

　　　■佐世保東ロータリークラブ

　　　　 ・ 事務局移転のお知らせ

　　　　　　　場所　大塔町２３番地９

式典例会・出席委員会　前田 眞澄 委員長
　１０月１１日 （木） は、 佐世保中央 RC 創立２８周年記念式典

懇親会をハウステンボス　ホテルヨーロッパで行います。 現在６

３名のご出席を頂いております。 送迎バス２台を運行しますが、

個人で来られる方は会場に１８時１５分までにおこし頂きます

様、 お願いします。

職業奉仕委員会　糸瀬 新 委員長
　１１月８日 （木） は社員招待例会になっております。 社員共々

多数のご参加をお願いします。

中央会会計　馬場 貴博 君
　先日９月３０日　三川内 CC において第２回中央会を台風の悪

天候の中、 井上さんの為に是非まわりたいというメンバーが多

かったため開始時間を１２時に変更し開催いたしました。 ５組で

回り優勝は岩政孝君でした。

親睦例会活動委員会　松田 啓伸 委員長
　先週は井上 亮さんの激励会に多数のご参加を頂きました。

術後しばらくは大変かと思いますが、 また元気な姿で戻ってこ

られることを切にお待ちしております。
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ＳＡＡ： 田中啓輔君

次回例会／１０月１１日　１８:３０～

諫早西ロータリークラブ　幹事 原田 典範様
米山奨学生　シュレスタ・アビシェクさん

米山奨学生を卓話にお呼びいただきありがとうございました。

佐世保ロータリークラブ　平尾 幸一様
お久しぶりです。 佐世保ロータリークラブの平尾と申します。

来月福田金治ガバナーによる地区大会がございますのでよ

ろしくお願いいたします。

佐世保北ロータリークラブ　宮原 明夫様
久しぶりメークアップに来ました。 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
久しぶりのメークアップです。 また ちょくちょく伺います。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、佐世保 RC 平尾幸一様、佐世保北 RC 宮原明夫様、

北松浦 RC 湊浩二郎様、 卓話者随行 諫早 RC 原田典範様

の来訪を心より感謝申し上げます。

先週末は強烈な台風２４号の接近で、 中央会は中止になりま

したが、 少年に戻った有志の皆様は、 嵐の中、 プレイを楽

しまれました。 家族からは少し冷ややかな目で見られました

が、 やっぱり、 中央で良かった！そして、 今週末も台風が来

ます。 もう無理は禁物です。

さて、 本日は、 米山記念奨学生　ネパールからお越しのシュ

レスタ ・ アビシェクさんの卓話です。 楽しみにしておりますの

で、 よろしくお願いいたします。

中央会 溝上 純一郎会長　馬場 貴博幹事
先日、 荒天の中、 中央会ゴルフに参加されました方々、 お

疲れ様でした。 優勝の岩政パスト会長一年間の疲れを癒す

ゴルフおめでとうございます。

井上 亮君
先日は私の為に多くのメンバーにご参加頂き有難うございま

した。 来週から入院しますので、 残念ながら創立記念例会

に出席できません。 私の分まで美味しい料理を食べてくださ

い。 スリムになって戻ってきます。

岩政 孝君
台風の中の中央会でしたが、 ハンディキャップ泥棒で優勝さ

せて頂きました。 同伴して頂きました、 松尾英機さん、 古川

直記さん、 溝上純一郎さんお世話になりました。 再度優勝

目指して全身全霊でゴルフ道精進してまいります。

宮﨑 宗長君
７月に発行いたしました 「佐世保海上保安部」 様、 ８月に発

行いたしました 「海上自衛隊佐世保地方隊」 様に引き続き、

第３弾目の 「水陸機動団創設記念」 のフレーム切手を１０月

１２日 （金） 発行します。 １部 1,770 円 1,000 部限定です。 ぜ

ひ皆様の購入をお願いいたします。

本日の合計　　　　   19,000 円

本年度の累計　　　  312,000 円

　名前 ： シュレスタ　アビシェク （Shrestha　Abhishek）

　国籍 ： ネパール

　年齢 ： ３２歳　

　大学 ： 長崎ウエスレヤン大学　現代社会学部４年生

【公益財団法人　ロータリー米山記念奨学会について】

１、 沿革

　１９５２年　日本で最初のロータリークラブを設立した米山梅吉氏

の功績を記念して、 東京 RC が米山奨学制度を設立

　１９６７年　文部科学省からの許可を得て、 財団法人ロータリー

米山記念奨学会が設立される

　年間の奨学生数 ： ６か国　５９名

２、 規模

　米山奨学生の採用数は年間約８００人、 累計約 20,000 人で、

国際奨学団体としては、 事業規模 ・ 採用数とも、 日本国内では

民間最大

　２０１８年度は、 新規６０２名、 継続２５２名の計８５４名

３、 ２７４０地区

　２０１８年度は、 新規１４名、 継続２名の計１６名で、 ３４地区中

２６位。 比率は１.８７%

　世話クラブでの内訳は、 佐賀県５名　長崎県１１名

米山奨学生
　　シュレスタ・アビシェクさん 　

～ ロータリークラブとの出会い ～
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