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本日の出席率７７.７７％：会員数４７名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員７名・ビジター１名

前々回の修正出席率８８.８８％：出席３２名・メークアップ１名・出席規定免除会員７名

　国際奉仕の平岩委員長、 国際

交流の八重野委員長初め委員会

の皆様２日間に渡り韓国メンバー

のお世話ありがとうございました。

特に竹本パスト会長におかれまし

ては、 ２日間送迎にお付き合いい

ただきありがとうございました。 ま

た、 式典例会出席委員会の田添

委員長初め委員会の皆様ありがとうございました。 おかげ様で

無事に終わることが出来ました。

　やっと４ヶ月が終ろうとしています。 残り８ヶ月皆様のご協力を

お願いします。

　今回の台風被害で身内の方で被害を受けられた方はいらっ

しゃいませんか。 最近の自然災害は想定を超える事が多くなっ

てきていますので考え方を変える必要があります。 佐世保は今

迄大きな災害がありませんでしたが、 いつ起こるかわからないの

で準備をしておいた方が良いと思います。 災害は忘れた頃に

やってくると言われているので注意しましょう。 また、 災害募金

があると思いますので、 その時はよろしくお願いします。

１．来　　信
■ガバナー事務所

・ロータリー財団セミナー開催のご案内

　　　日時　11月24日(日） 13：00～　16：30　終了予定定

　　　会場　東彼杵町総合会館

　　　対象者　地区委員、 クラブ会長、 クラブ幹事、

　　　　　　　　 国際奉仕担当理事又は R 財団委員長
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佐世保南ロータリークラブ　　　
　　　　小川 信 様

有田ロータリークラブ　岩尾 慶一様

　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

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

・2740 地区ホームページ更新

　　　①ハイライトよねやま 235号　発行

■社会福祉法人つばさ会

・えぼし・赤木学園合同学園祭開催のご案内

式典例会・出席委員長　田添 直記 君
先週の創立記念式典例会へのご出席、 ありがとうございました。

職業奉仕委員長　宮﨑 宗長 君
今年も１１月１４日に 「社員招待映画例会」 を開催し、 「最高の

人生の見つけ方」 を上映いたします。 社員様、 ご家族様への

お声掛けをしていただき、 多くの皆様にご参加いただけたらと

思っています。 よろしくお願いします。

中央ダイビング同好会　牛島 義亮 君
１１月７日、 ダイビングクラブの例会を開催します。 来年のグア

ムロータリークラブへの訪問などを検討します。
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　日本のＲＣが協同で運営する奨学財団は寄付で成り立ってい

ます。 日本独自のプログラムですが、ＲＩからも国内前３４地区の

合同活動として認められています。

　今年４月採用の奨学生数は全国で８６９人と外国人留学生を対

象とした民間の奨学金では国内最大規模です。

　１９５２年、 東京ＲＣの当時の古澤会長によって作られた海外、

特にアジア諸国から優秀な学生を日本へ招き、奨学支援する「米

山基金」 の構想にさかのぼります。 タイから初めて奨学生を迎

えたのは２年後の１９５４年。 以降は、海外からの招へいではなく、

在日留学生への支援に方針を変え、 東京ＲＣ単独事業から全

国に拡大発展しました。 米山奨学生には地域のＲＣから 「世話

クラブ」 が選ばれ、 会員の１人が 「カウンセラーとなって日常の

相談相手や交流の橋渡し役となります。 奨学生は世話クラブの

例会や奉仕活動に参加し、 日本の心、 ロータリーの心を学びま

す。

　■第４回クラブフォーラム■

ＳＡＡ： 岡田 文俊君

次回例会／１０月２１日１８ ： ３０～

佐世保南ＲＣ 小川 信様
南ＲＣの小川です。 本日はお世話になります。 久しぶりのメー

クアップです。

南部 建会長・前田 眞澄副会長・田中 啓輔幹事
本日は、 佐世保南 RC 小川 信様、 のご来訪誠にありがとう

ございます。 さて本日の例会は第４クラブフォーラムとなりま

す。 担当委員会の国際奉仕Ｒ財団委員会 平岩大委員長、

本田、 八重野小委員長どうぞよろしくお願いします。

鶴田 明敏君
明日１８日よりよさこい佐世保まつりです。 天候が回復する事

を心よりお祈りしてニコニコいたします。

古川 直記君
誕生日のプレゼントありがとうございました。

山瀧 正久君
秋になり、「みかん」 が美味しい季節になりました。 三ケ町 「さ

いかい」 で好評を頂いております、 良いものを進めたくてご

案内します。

橋口 佳周君
結婚記念日のご紹介ありがとうございました。

四元 清安君
誕生日のプレゼントありがとうございました。

牛島 義亮君
誕生日のプレゼントありがとうございました。

崎元 英伸君
昨日、 第３回をもって本年度の指名委員会を終了いたしまし

た。 本日所用にて早退いたします。

国際奉仕、交流委員会　平岩 義明君　八重野 一洋君
先週の創立２９周年記念式典、 釜山蓮山ＲＣ来訪について

接客対応と二次会のご参加ありがとうございました。 無事に

送り届けました。 ご協力ありがとうございました。

香月 章彦君
１０月１１日に弊社主催のセミナーを開催しました。 ご参加くだ

さった皆様、 ありがとうございました。 多分来年も開催します

ので、 懲りずにご参加ください。

５月の 「佐世保島原ウルトラウォークラリー」 以降に練習した

と言えば出張した時に７ｋｍあるいただけ。 その他は通勤や

お客様の所に行く時に出来るだけ歩くことと、 月一回のゴル

フを同じく出来るだけ歩くことくらい。

１０月１２～１３日に開催された 「第２１回行橋～別府１００キロ

ウォークに参加してきました。 ７０キロ付近まではそれほどでも

なかったのですが、 国東半島の付け根を歩いているときに

は、 両足首、 右膝、 アキレス腱付近、 左太もも股関節の痛

みと睡魔それにも関わらずとりあえず 「できたらいいなぁ」 目

標だった２０時間切り、 １９時間４１分２秒で完歩できました。

皆さん応援ありがとうございました。

これでロングウォークは卒業してもいいかな ・ ・ ・

馬渡 圭一君
誕生日プレゼントありがとうございました。 今月で４０歳となりま

す。 まだまだ当クラブの最年少です。 よろしくお願いします。

本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　  439,000 円

　政治的な問題が起因した現在の日韓関係、 当初 「来訪は無

いのでは？」 という我々の一方的な見解のもと委員会を進めて

来ました。 ２０１１年田代会長、 私が幹事の年度の釜山蓮山ＲＣ

の創立記念式典に参席した際に、 釜山近隣クラブ来訪者 「釜

山イデオンＲＣ」 の会長さんからも 「佐世保中央さんの最寄りの

クラブを紹介して欲しい、 私たちも日本のクラブと交流をしたい」

と相談を持ちかけられました。 幸い佐世保東南クラブさんがどこ

の国とも交流しているクラブが無いとのお話で紹介する事になり

ました。 お膳立てをさせて頂きしばらくして釜山へ同行する事に

なりましたが、 出発の直前、 釜山イデオンＲＣの文直前会長より

電話があり 「初代会長から日本のＲＣと交流するのは好ましくな

いとのアドバイスを受け今回はお断りしたい」との報を受けました。

結局、 東南クラブさんは訪問を決行し両クラブの親善会議のみ

が実現しましたが友好クラブ締結までは実りませんでした。

　政治的、 文化的、 歴史的な観点を重視する国民性なのでしょ

うか。 当時は 「竹島問題」 が取り上げられている最中でした。

今回のイ会長の挨拶文にもありましたように我々経済人、 民間人

の力で国際交流は改善し維持したいという思いで現況の日韓問

題は我々の外部での出来事ととらえるのが宜いと感じました。

　両国の合同会議でも 「グローバル補助金を活用した国際支援

活動を行いたいとラオスの小学校建設に向け積極的な提案と依

頼がありました。 丁度池永エレクト年度がそれにあたります。 国

際交流の継続か否かでその中身は決まっていくと思いますが、

この問題は慎重に検討していく必要がある」 と

感じた次第です。

国際交流委員会　八重野 一洋委員長
「創立２９周年・釜山蓮山ＲＣ訪問を振り返って」

  Ｒ財団・米山委員長　本田 実 君
「ロータリー米山記念奨学事業の基礎知識」
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