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本日の出席８０.９５％：会員数４２名・出席３２名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３名・メークアップ　７名・出席規定免除会員（２）２名

 皆さん、 こんにちは！市長 ・ 市議

会選も終盤となり、 崎山君も必死

で頑張っているようです。 「皆様の

ご支援のほどをよろしくお願い致し

ます」 とのことでした。

　さて、 先週の１４ ・１５ ・１６日は、

韓国釜山蓮山ロータリークラブ創立

２０周年記念式典に、 行って参りました。 佐世保中央ロータリー

クラブと韓国釜山蓮山ロータリークラブの会議では、 創立２０周

年記念事業のラオス･スファヌボン大学の支援活動の報告が主

な内容でした。 あとは次年度の事などでした。 例年の会場で創

立２０周年の式典がいつもより長くありましたが、 あまり代わり映え

のしない内容のようでしたが、 式典の中で震災への義援金２ ,０００

ドルを日本に頂きました。 震災のことで我々に気兼ねし、 自粛し

た例会でした。 私も挨拶を韓国語でしようと数日前から練習をし

て、 前日には米山奨学生のキム君に武雄嬉野カントリークラブま

で習いに行き、 韓国語を録音までして帰って勉強をしようと思い

ボイスレコーダーを聞いていると、 ３分の１までしか録音出来て

なく、 非常に焦りました。 出来はイマイチで、 時々同情か励まし

の拍手を頂き、 評価としては 「なんとなく雰囲気は出ていた」 と

いう事でした。

　１５日は釜山駅まで、 韓国釜山蓮山ロータリークラブ姜会長は

じめ、 沢山の会員にお見送りして頂き、 朝９時の新幹線でソウ

ルに向い市内観光をした訳ですが、 世界も狭いなぁと感じた事

は、 ソウル駅で佐世保北ロータリークラブの緒方さんと、 ばった

り会いびっくりしました。

　佐世保でもなかなか会わないのに、 とつくづく思いながら宮殿

観光をしていると、 今度は長崎国際大学の以前通訳をしてもらっ

ていたハウさんと会い、 世の中本当に狭いものだと感心している

と、 富永さんが行方不明です。 皆で探していると 「俺が逆に皆

が行方不明になったので、 探していた」 とのことでした。 物は言

いようだとまたまた感心させられました。 あとは後ほどご報告があ

ると思いますのでこの辺で終わらせて頂きますが、 最後に八重

野国際奉仕委員長はじめ、 多くの方々に感謝を申し上げ、 挨

拶にかえさせて頂きます。

佐世保南ロータリークラブ　　　　　 松本　一盛様

　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤永　辰弘様

１． 例会変更　　

　　■有田ロータリークラブ

　　　５月１０日（火）１８：３０～

　　　かむら　太良ＲＣとの合同例会のため

　　■佐世保北ロータリークラブ

　　　５月２日（月）　休会　定款第６条第１節により

　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　５月６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

　ザ・ロータリアン　４月号

■ガバナー事務所

　５月のロータリーレートのお知らせ　１ドル８２円

■ガバナーノミニー事務所

　①ゴールデン・ウィーク休業のお知らせ

　　４／２１～２４・４／２９～５／５

 ②２０１２～１３年度地区行事日程のお知らせ

 ■福江ロータリークラブ

　ＲＹＬＡ内容変更と宿泊の案内（参加人員減少のため）

■佐世保ロータリークラブ

　創立６０周年記念式典・祝賀会延期のお知らせ

■佐世保工業高等専門学校

　「国際的協業による実践的若者技術者の育成」

　２０１０年度成果報告の送付

■公益財団法人九州盲導犬協会

　理事長退任、就任のお知らせ

■社会医療法人白十字会

　名称変更のお知らせ

■陸上自衛隊相浦駐屯地

　観藤会中止のお知らせ
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本日の合計　　　　   10,000 円

本年度の累計　　　 684,000 円

～　釜山蓮山ＲＣ公式訪問報告　～

八重野 一洋君

４ /１４（木）〜１６（土）、韓国釜山蓮山ＲＣ創立２０周年記念式

典にご夫人方含む総勢３１名で訪問して参りました。早朝よりの

出発でしたが、ご参加ありがとうございました。３１名中、７名は１泊

２日の強行スケジュールでした。式典中も強行スケジュールで約

３名が逃亡しましたが、これも想定内でした。普通新入会員さん

は初参列の際はワクワクするものですが、宮崎正典君は式典中、

みごとな熟睡ぶりを見せてくれました。田雑会長はじめメンバー

の皆様ありがとうございました。

西村　浩輝君

プサン・ソウルの桜が素晴らしい事に行く度にびっくりで

す。田雑会長に頑張ってもらって、佐世保にも桜を増やし

てほしいものです。ソウルでの自由時間にサムスン美術館

で国宝の高麗青磁や仏像などの作品を時間がたりなかった

ですが、楽しんできました。お世話に頂いた皆様に感謝し

ます。ありがとうございました。

長富 寿人君

１５,６年ぶりに韓国訪問しましたが、着実に色々の面で実力

をつけて、国が発展しているのを痛切に感じました。式典の

翌日は次期会長に歯科関係の向上訪問を案内され、大変勉強

になりました。２０周年のいい思いでになりました。ありが

とうございました。

鶴田 明敏君

夫婦で５年振りに参加致しました。ソウルでの桜が素晴

らしく美しかった。今回の訪韓で会員同士、さらなる「き

ずな」が結ばれたと…思います。

坂井 智照君

クラブ訪問計画より１日延長し、ソウルに滞在しました。

旅の目的である非武装地帯（第３トンネル、トラ展望台、

トラ駅等）に行ってまいりました。南北境界３８度線での

緊張感は平和ボケしている日本人の一人改めて日本人で

あることに感謝してます。尚ソウルでの「NANTA」のパフォー

マンスショーは素晴らしい演出、名演技に感動しました。

富永 博美君

大変お世話になりました。初めて韓国の新幹線に乗り、

初めてカジノにも行き、指山さんよりの指導もあり（負け

ましたが）飲み過ぎず、食べ過ぎず、観光ではだれ一人

はぐれることもなく楽しく過ごさせて頂きありがとうござ

いました。

担当：前田 眞澄君

佐世保南ロータリークラブ　松本 一盛様

久しぶりにメークアップ致します。中央ＲＣの皆様には大

変お世話になっております。

佐世保南ロータリークラブ　藤永 辰弘様

本日はお世話になります。田雑会長の任期中に１回はお伺

いしなれけばと思いまいりました。田雑会長、奥様にはい

つも家内がお世話になっています。

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

皆さん　こんにちは。本日は創立２０周年記念誌をお配

りする事ができました。来週には記念ＣＤをお配りする

予定ですので、併せてお楽しみください。

福田 英彦君

２０周年記念誌、見事に完成し大変嬉しく思います。委

員長の皆さんのご協力ありがとうございました。

溝上 純一郎君

４月１０日、東日本大震災救援バザー、目標を上回る

227,000 円の売り上げでした。商品を提供して頂いた会員

の皆様ありがとうございました。

　　　　　　　　　　

八重野 一洋君

先週の釜山蓮山ＲＣ公式訪問、多くの皆様にご参加頂き

ありがとうございました。無事帰って来ることができホッ

としています。

２０周年実行委員会記録・総務部会長　福田 英彦君

２０周年記念誌、見事に完成しました。委員会の皆様のご

協力ありがとうございました。川﨑君には写真撮影、似顔

絵の作成までして頂きました。特に表紙のデザインの素晴

らしさ、特筆すべきだと思います。

社会奉仕委員長　溝上 純一郎君

４月１０日（日）親和銀行本店前にて「東日本大震災救援

バザー」を開催致しましたところ会員の皆様のご協力で目

標を上回る売り上げをする事ができました。後日市役所へ

募金に行く予定です。

３． 伝達 ・ 通知

　・先週の釜山蓮山ＲＣ創立２０周年記念式典に参加をされ

　　た皆様、お疲れさまでした。釜山蓮山ＲＣより義援金

　　２,０００ドルを預かってきました。

　・東日本大震災のチャリティーバザーのご協力、誠にあり

　　がとうございました。お陰様で２２７ ,０００円の収益

　　がありました。

　・創立記念誌が出来上がりました。忘れないようにお持ち

　　帰りください。
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次回例会　　４月２８日 （木）　１２：３０〜

次回の献立：季節の魚煮付けと野菜炊き、 酢の物、 御飯、 汁椀

SAA 古賀 純男君／音響：四元 清安 君

　

大久保 厚司君

次期会長に案内されて Koria Inplant の生産工場と研究所

を見学させてもらいました。思ったより研究所が進んで（日

本と並んでいた）ことにビックリしました。日本も負けられ

ないと感じてきました。

牛島 義亮君

１泊２日の旅行、メンバーに恵まれて楽しい旅行でした。

山瀧 正久君

ビートルでの３時間の旅はそれなりに楽しく！現地ではハン

グル語が得意な宮崎さんの案内で楽しく研修できました。

チャガルチ市場の魚の多さにもビックリ。日本の漁業資源

不足はここにあるかなと思うほど沢山の魚種に圧倒されま

した。次も又参加して親交を深めたいと思いました。ありが

とうございました。

川崎 洋一君

忘れないうちに、 コンさんの伝言をお伝えします。 以前鶴田パ

スト会長のご厚意で、 和服を着て写真を撮りました。 次回訪佐

の時に、 その写真を頂けたらと思います。 との事です。

瀬戸 浩君

ロータリークラブに入会して２回目の韓国・釜山への公式訪

問参加でした。例会式典参加後は、市場や食事等韓国を満

喫して来ました

宮崎 正典君

先日は韓国釜山蓮山ＲＣ公式訪問に参加してきました。式

典自体はさほど変わりませんでした。歴代の会長同士が仲

よくされている姿を見て、交流の歴史を深く感じました。

MEMO.


	969.pdf
	969-p2
	969-p3

