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ヨロブン、 アンニョハセヨ！

　と言う事で、 先週８日～１０日、 韓国釜山蓮山ＲＣ創立１９

周年記念式典に総勢２７名で訪問してきました。 今回は、 ご

婦人の参加も８名あり大変楽しい韓国の旅になりました。 まず

は定例会議の中でマッチンググランツの金額で少々もめました

が何とかおさまりました。 詳しくは２０周年実行委員会で報告

いたします。

　初日の式典では私も、 韓国語での挨拶を練習して臨みま

した。 結果は、 ご想像にお任せしますが通訳の人に聞きま

したら、 何とか通じたとの事でしたのでホット致しました。 次

年度田雑会長は原稿なしで韓国語で挨拶をするそうです。

楽しみです。 そして、 式典が終わり恒例の懇親会がありまし

たが、 そこで、 川崎会員と牛島会員の例のピンクレディーが

登場して大変に賑わいました。 二日目はゴルフ組と観光組に

分かれ、 観光は釜山から１時間ほどの鎮海と言う桜の名所に

行きました。 ちょうど桜も満開で皆さん一日桜を堪能された様

です。 三日目は皆で朝から国際市場でのショッピング等で楽

しみ、 無事に帰国しました。 詳しくはこの後皆様から報告が

あると思いますのでこの辺で終わります。

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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１． 例会変更

　　有田ロータリークラブ

　　４月２７日( 火 )・５月４日( 火 )　休会　定款により

　　佐世保南ロータリークラブ

　　４月３０日( 金 )　休会　定款第6条第1節により

２． 来　　信

・国際ロータリーより

　ザ・ロータリアン 2010年 4月号

・財団法人ロータリー米山記念奨学会より

　　米山功労者感謝状の送付　

・ガバナー事務所より

　　「第16回源流セミナー」 開催のお知らせ

　　日時　２０１０年５月２９日(土 )　 

　　場所　武雄センチュリーホテル

　　登録　　１３：００

　　開始　　１４：００～１６：００

　　　　　　　ＰＤＧ　田中　毅様

　　　　　　　演題１　「世界恐慌と職業奉仕」

　　　　　　　演題２　「2010年規定審議会採択立法案」

　　意見交換　１６：１５～１７：００

　　　　　ロータリー全般にわたる意見交換

　　懇親会　　１７：１５～１９：１５　　飛翔の間

　　登録料　　　　３， ０００円

　　懇親会会費　８， ０００円

　・佐世保南ロータリークラブより

　　佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会　会長賞寄贈のお願い
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ニコニコボックス
親睦活動委員会／野村 和義君

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

皆さんこんにちは。 先週２泊３日で釜山蓮山ロータリークラブ公

式訪問にご参加頂きました会員及びご夫人の皆さん、 大変あり

がとうございました。 又国際奉仕委員会 古川委員長、 本田副

委員長お疲れ様でした。 皆、 無事に昨年と違い事故もなく元

気で帰って来られたことにニコニコします。

八重野 一洋君

先週の釜山蓮山ロータリークラブ公式訪問は大変お疲れ様

でした。 また最終日には国際市場の 「スマイル」 をご利用

頂き誠にありがとうございました。 早速、 店長のチョンさんよ

りお礼の電話があり、 お礼にうまい酒と焼き肉をおごるので、

是非来てほしいと言われましたが、 飛行機代が高くつくので

お断りしました。 来年はご一緒します。 今回はお休みしまし

たのでニコニコします。

前田 眞澄君

皆さん、 こんにちは。 今日は何の日か知ってますか？知って

いる人は知っている。 知らない方は今日から覚えていただくと

幸いです。 今日はなんと前田眞澄君の誕生日です。 あの中三

トリオ、 桜田淳子と同じです。 今日一日が幸多いことを祈念し

てニコニコします。

国際奉仕委員会

晴天に恵まれた釜山蓮山ロータリークラブ公式訪問に行って来

ました。 熱烈歓迎を受けた後、 和気あいあいと行事をすませ

て来ました。 観光にゴルフと３日間天気には恵まれました。 訪

問旅行内容は卓話にて皆さんの報告をお楽しみ下さい。

本日の合計　　　　　　9,000円

本年度の累計　　　  719,240 円

・佐世保北ロータリークラブより

　　中央会・北斗会対抗戦の挑戦状

３． 伝達・通知

    　ありません。

幹事　池永 隆司君

マッチンググッランツでは韓国側が、高い数字

を提示していたのですが、井上会長の手慣れた

国際交渉で最終的に６，０００＄に纏まりまし

た。立場が人を変えるのでしょうか？南部君の

ゴルフの話から、前田君は万年ブービーから抜

け出せると申しておりました。２日目、会長一行はカジノへ。平岩、

岩政、池永の３名は、飲みながらロータリーを熱く語り合いまし

た。３日目は、庶民的なお店で滅法高い焼き肉を戴きました。

国際奉仕委員長　古川 直紀君

釜山蓮山ロータリークラブの１９周年記念式

典には、奥様も参加され総勢２７名で出席し

てまいりました。その出席者に２〜３分ずつ

感想を話していただきます。

副幹事　前田 真澄君

長いようで長かった２回目の韓国公式訪問で

す。不況とはいえ勢いのある韓国釜山蓮山ロー

タリークラブは、会員数３９名。将来的に６０

名にしたいとのことでした。宴会は、牛島さん

と川崎君の芸を、ひっくり返すのは可哀想なので遠慮しました。

２日目は、喜んで日韓ゴルフ大会へ参加しました。酔えば酔うほ

どスコアが纏まる指山さんにビックリしました。

クラブ管理委員長　四元 清康君

バックの値切り方が悪いと、奥さんに叱られて

しまいました。チネの桜は趣があり、大変非常

なまでに見事でした。

SAA 委員長　南部 建君

久しぶりに記念式典に参加しました。私も２日

目の日韓ゴルフ大会に喜んで参加しました。ゴ

ルフボールは韓国側から頂いた４個と併せて７

個ありましたが、キャディさんにさらに戴きな

がらプレーしました。スコアは前田君と２打差。

初心者のようなスコアしか出せず、危機感を感じでおります。

副会長　平岩 義明君

家内と共に２泊３日で参加しました。従業員の

お土産を初日に購入し、重い土産を韓国から輸

送しましたが、時間が経ち発酵爆発してしまい

ました。でも、味は変わりませんでした。井上

会長の韓国語での挨拶は見事でした。来年の田雑会長の頑張り

に、さらに期待します。

出席 ・ 会報委員長　大久保 厚司君

韓国を訪れたのは２０年振りですが、電化製品

を始めとする韓国の発展には驚きました。日本

の負債額９７０余兆円。ここ６年間で３００兆

円ほど増え続け、虎の子の預金残高が１，３０

０兆円ほど。近い将来に超インフレ時代に突入

し、紙幣が紙と化してしまうのではないかと心配しています。我

がクラブが率先して、日本の窮地を切り開いていきましょう。
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クラブ奉仕副委員長　川崎 洋一君

今回は宴会要員でした。使命は日本語の歌詞を

ハングルに翻訳し、相互理解の元に踊る事です。

踊った後は腑抜け状態でしたので、残りの行程

は写真を撮ることに専念いたしました。

社会奉仕副委員長　川島 千鶴君

ヨシコとヨーコのハングル歌詞を捲っていま

したが、紙がくっついて上手く出来ませんで

した。蓮山ロータリークラブ会員の奥様達が、

携帯でバシバシ撮影されていたので、余興と

しては成功したのかなと思います。式典での

派手派手しい効果音に、仕事柄今年も感動しました。２日目は

チネの桜を楽しみ、そこで出会った幼稚園児達の礼儀正しさに

感激しました。夜は田雑夫妻、南部さん達とマッサージに行き

ましたが、南部さんの値段交渉人役に徹した姿に驚きつつ感心

しました。帰りの空港内で、国際市場の相場より数倍高価なキ

ムチをお土産に買って帰りました。

国際奉仕委員会　溝上 純一郎君

ゴルフ組ではニギニギして１６ホールまでは

圧倒しておりましたが、このままでは国際交

流の意味が無くなると考え、１７、１８番ホー

ルでは意図的にくだけたプレイに終始しまし

た。これにより、韓国との好意的な親善は果

たせたと強く思います。

会計　福田 秀彦君

井上会長の流暢な韓国語、日本を上まりそう

な韓国経済の回復、チネでの満開の桜に感心

しました。指山パスト会長の「先生の奥様は

十何歳お若いですね、腰のラインが・・・」

の一言のお陰で、家内は終始上機嫌でした。

直前会長　指山 康二君

補聴器を２つともなくし、日本語の通訳を岩

政会員にしてもらいました。カジノでは、酔っ

た勢いの一枠賭けが大当たり！３日間飲み続

けた旅でしたが、来年も同行しますのでよろ

しくお願いします。

会長エレクト　田雑 豪裕君

井上会長の流暢な韓国語に対抗して、原稿無

しで話せとのことですが、昨晩食べた内容の

記憶が覚束ない昨今ですので、原稿を見なが

ら簡単に話します。「もぅジュリーの時代は終

わった・・・。」と、指山パスト会長に言わしめ

た牛島パスト会長の見事な演技に、時代の流

れを感じました。来年の訪韓は全員参加で２０周年をお祝いし

たいと思いますので、皆様万障お繰り合わせの上ご参加下さい。

パスト会長　牛島 義亮君

妻から式典では踊るなと言われていました

が、韓国勢の盛り上がりに対抗するため、し

かたなく妻の許可を得て、ヨシコとヨーコの

余興をやりました。お詫びとして、空港の免

税店でバッグを２個買わされてしまいました。

出演するための費用は、それなりに掛かっておりますので、会

長さんよろしくお願いします。また誘っていただければ、ありが

たいと思っています。

会長　井上 亮君

韓国も次年度は２０周年と言うことで、全員

で訪韓してくれと言われたかどうか分かりま

せんが・・・。今回が６回目の姉妹クラブ締結

の調印式ですので、あと３年は韓国へ行ける

と思います。みなさんよろしくお願いします。
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ＳＡＡ/本日の司会：富永　博美 君、音響：南部　建 君

次回例会　   ４月２２日(木)１２：３０～

次次回例会　 ５月１３日(木)１８：３０～
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