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皆さん、こんにちは。 

(株)メモリード 深堀君と

(有)川野商店 川野君の二名

の方が入会会員として本日

より我々の仲間としてご出

席いただいております。後程

詳しくご紹介したいと思い

ます。 

我々佐世保中央ＲＣに関

係するインフォメーションからお話いたします。当ク

ラブの池永会長年度の創立３０周年事業の一つに退会

はされましたが岡田文俊君素案、指山康二３０周年副

会長の提案、岡光正３０周年記念対外事業部会長の実

行によります針尾無線塔施設へのヘルメット贈呈事業

を行いました。その針尾無線塔が今年で建設から１０

０年を迎え、島瀬美術館に建設現場から終戦後に占領

軍が撮影した写真や佐世保にゆかりのある写真家が撮

った現在の無線塔など２３点の貴重な写真が今月１０

日まで展示されています。まだ３年前の事業ですが、懐

かしく思えます。興味のある方はぜひ来館していただ

ければと思います。 

もう一つの話題は当クラブの田雑豪裕君の経営する

庭建パーク運営の佐世保中央公園を舞台に１０月１・

２日に「佐世保ジェムフェス」というイベントが行われ

ました。佐世保青年会議所主催の初めての企画で「食」

と独自の企画を主体としたイベントで佐世保バーガー

や旧軍港４都市のブースや人気バンドの「氣志團」のミ

ニコンサート等行われ、２日間で述べ１４万５０００

人の来場者数と報じられていました。その風景写真を

見ましたが、会場が芝生に成ったお蔭で皆さん芝生の

上に座り、自然の中の開放感の中でステージイベント

や食事を楽しんでおられる風景でした。こういった風

景を思い浮かべながら田雑会員はこの公園をつくられ

たのだと思います。前回お話ししました「夜直しパーテ

ィー」や今回ご紹介しました２件の事柄等、佐世保中央

ＲＣのメンバーがそれぞれの属性のなかで佐世保の街

づくりに貢献していただいている事は大変喜ばしいこ

とと思います。 

ロータリー活動としましては１０月１日に第２７４

０地区の職業奉仕セミナーが佐賀県の神崎中央公民館

で行われました。橋口輝宗社会奉仕委員長と香月章彦

幹事そして私の３名で参加してきました。講師は２８

００地区（山形県）のパストガバナーの鈴木一作さんで

ご職業は眼科医の方ですが、ロータリーにおける職業

奉仕の権威とお見受けされ、印象に残ったのは職業奉

仕は１本の木ではなく、色んな職業奉仕の考え方の木

が集まった森と見たほうがいいと言われたことと、現

在職業分類の定義が拡大し、主婦や職業ＯＢの方もそ

の分類の中に含まれています。このことを「どこでも、

だれでも、ロータリアン」との考えと言われたことです。

高い倫理観と高潔さを奨励するロータリーの職業奉仕

感に於いてはそれを行っていれば先の主婦またはいっ

たん仕事を離れた方でもロータリアンの提唱する職業

奉仕であるとの考えです。ここでは多くをお話しでき

ませんので、機会を見て社会奉仕委員会担当卓話の時

間にお話しして頂ければと思います。 

本日は米山記念奨学生の卓話と言うことで、台湾ご

出身のリン ウェイ イさんとお世話をされています佐

世保南ＲＣの福田英治様にお越しいただいております。 

福田さんとはＪＣ時代からのお付き合いをさせて頂い

ており、ご職業柄、学習塾を経営されており、年齢にと

らわれず若い感覚を持ち合わせた、非常に楽しい方で

す。本日のリン ウェイ イさんのお話楽しみにしてお

ります。皆様最後までよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

佐世保南ロータリークラブ 

     日高 大輔様  山縣 昌彦様 

 

 

 

 

本日の出席率８７.２３％：会員数５２名・出席３３名・欠席７名・出席規定免除会員８名・ビジター４名 

前々回の修正出席率８７.５０％：出席３１名・メークアップ０名・出席規定免除会員９名 
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１．例会変更・休会 
＊佐世保東ロータリークラブ 

１０月２０日（木）１２：３０～ 

社会福祉法人 博仁会 ※職場訪問のため 

２．来信 
 ■国際ロータリー日本事務局 

  ・１０月のロータリーレート １ドル＝１４５円  

 ■ガバナー事務所 

  ・ロータリーリーダーシップ研究会研修開催 

１０月２９日（土曜日）ＺＯＯＭにて 

   対象：クラブ会長エレクト 

 

◆新入会員◆ 
 
株式会社メモリード 
常務取締役 深堀 博英君 

 
職業分類 ： ホテル業 
 

１０月より佐世保中央ロータリー

クラブに入会させて頂きます。 

今年の３月末で十八親和銀行を退社し、４月より㈱メ

モリードに入社。６月より佐世保駐在として単身赴任

での勤務になります。ロータリー歴は、大村ロータリ

ークラブで３年、諫早ロータリークラブで３年お世話

になりました。また、佐世保勤務も今回で３回目とな

り、馴染みの深い街で生活出来る事をうれしく思って

います。これから佐世保中央ロータリークラブの一員

として、皆様と一日も早く親しくなれるよう頑張りま

す。よろしくお願いします。 

 

 
(有)川野商店 
専務 川野 知文君 

 
職業分類 ： もやし製造卸売業 
 

瀬戸越町で萌製造卸売業・青果物

卸売業・カット野菜販売を営んで

います、（有）川野商店に務めております。 

先ずは、今回佐世保中央ロータリークラブ入会にあ

たり、前田会長並びに会員皆様のご承認を頂きまして

ありがとうございます。皆様の期待に応えられる様、

精一杯努力して参りますのでご指導ご鞭撻のほどよろ

しくお願いいたします。 

２年前にＹＥＧを卒業致しまして、その後コロナ過

の影響もありましたが異業種の方々と交流する場が無

くなり、自分の成長が難しくなってしまいました。入

会後は諸先輩方々から学びながら自己研鑽に努めて参

りたいと考えております。自分が成長する事でクラブ

の目的である奉仕活動にも今以上に行えると考えてお

ります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

佐世保南ロータリークラブ福田 英治様 
本日は例会にお招き頂きありがとうございます。ど

うぞ最後までお聞きいただきます様、よろしくお願

いいたします。 

前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事 
本日は、佐世保南ＲＣ福田 英治様、米山奨学生のリ

ンウェイイ様にご来訪いただいております。お忙し

い中でのご来訪、誠にありがとうございます。さて、

本日は米山奨学生のリンウェイイ様による卓話とな

っております。リンさんは台湾のご出身で、現在長崎

国際大学で学ばれています。台湾の事や日本の事な

ど色々なお話を楽しみにしております。本日も最後

までご清聴の程よろしくお願いいたします。 

田代 博之君 
６８回目の誕生日を８月に迎えることが出来まし

た。感謝の気持ちでニコニコします。 

南部 建君、山口 裕之君、片桐 康利君、 
筒井 琢磨君 
川野君の中央釣りクラブへの入会を心よりお待ち致

します。 

岡 光正君 
本日の卓話者 米山奨学生 台湾出身リンウェイイ

さん随行でお越しの佐世保南ロータリークラブ福田 

英治様のご来訪を心より感謝いたします。リンウェ

イイさんの台湾のお話を楽しみにしております。 

稲次 賢一君 
近頃、毎日の様に会社の事務員さん（５１歳）の人

に怒られるのですが・・・。今日は機嫌が良く怒ら

れる事なく例会に出れました。何もない日々に感謝

してニコニコします。 

藤井 寿人君 
本日、法人会青年部の活動で国際大学のゼミ訪問を

させていただきました。その中で先生と雑談した際

に聞いた事ですが、コロナ禍の影響として対面にす

るための机、椅子の移動や面と向かってのディスカ

ッションが中学生及び大学１年生はどうすれば良い

のかわからなく時間がかかるとおっしゃっていまし

た。コロナ禍の弊害がこの様に表れていると驚愕し

た出来事でした。 

ＹＥＧ ＯＢＯＧ 一同 
川野君の入会を祝しニコニコします。迷惑をかけな

いように頑張ってください。 

会員 一同 
深堀 博英君・川野 知文君の入会を祝いニコニコし

ます。 

 

本日の合計            50,000 円 

本年度の累計          346,000 円 
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◆米山記念奨学生 卓話◆ 
 

リン ウェイ イさん  

台湾出身 

長崎国際大学 国際観光専攻 

４年生 

研究テーマ 観光マネジメント 

 

みんなさんこんにちは 

私は LIN WEI YI と申します｡ 
今日は佐世保中央クラブの卓話にお招きいただきあ
りがとうございます｡聞き取りにくい日本語で申し
わけございませんが､自分の母国と自分の経歴につ
いてお話しさせていただきます｡ 

 

名前をリンウェイイといい、台湾出身です｡１９
９７年生まれで､今年２５歳になりました｡高校は情
報処理系の工業高校の黎明技術學院を卒業しまし
た｡現在長崎国際大学の国際観光学科の４年です｡趣
味はバスケットボール、旅行、語学学習です｡現在
もサークルでバスケットボールをやっています｡日
本に来てから、大阪、姫路、東京、鎌倉、熱海、鳥
取、島根、広島、熊本、鹿児島、などへ行きまし
た。日常生活にも日本語、中国語、ベトナム語、英
語を使うようにしています。 

 

出身地の台湾は人口２３００万人で漢民族が大多
数を占めています｡宗教は仏教､キリストをはじめ多
数の信仰に分かれています｡近年東南アジアからの
人たちが増えていて東南アジア料理店などが多数あ
ります｡元々台湾は単一民族の国ではありませんの
で｡多民族の国として台湾人は外来の文化の包容力
がとても高いと思われます｡ 
（中国・マカオのパスポートを見せて）これは現

在自分が持っているパスポートですが将来は強制的
に変更させられる可能もあります｡台湾と呼ばれて
いますけど､私たちの国名は中華民国です｡日本にい
る時に君はどこ出身ですかと聞かれます､中国人に
台湾というと､嫌な顔をされます｡今の中台関係を考
えると､どこの国にでも仲良く過ごしたい私として
は他国の地のおいて台湾をべっ視されることには耐
えられません｡ 
台湾の通貨は台湾で人民幣ではなく､台幣を使っ

ています｡こちらの写真は２０００元から１００元
までの紙幣と５０元から１元までの硬貨です｡でも
私が子どもころには観光スポットでは中国観光客が
多く台湾に来ていたので､人民元も使うことができ
ました｡ 
中国で使われているのは簡体字ブラスローマ字で

す｡しかし､台湾では繁体字プラス注音というものが
使われています｡この注音符号は昔の人が日本語の
カタガナを参考にしながら､作られたものだそうで
す｡ 

この年表は中国台湾の歴史を説明しています､台
湾は中国の明朝に設立しました｡中国では中華民国
すでに滅亡したとみなされています｡日本に来てか
ら中国人と交流して､初めて知りました｡ 
台湾の歴史を見てみると､台湾は外来の民族に統

治されたことがわかります｡だから､台湾では､オラ
ンダ､スペイン､中国､日本などの様式の建築物が見
えます｡ 
これは台湾総統府です｡日本統治時代は台湾総督

府と呼ばれていました｡ 
これは北投温泉博物館です｡１９１３年６月当時

東南アジア最大の公共浴場として使われていまし
た｡現在は非常に有名な観光スポットです｡ 

 

日本に留学する前は日本文化をあまり知らず､国
際情勢にも関心がありませんでした｡外国人と交流
する機会もなく､日本人はとても厳しい民族だと思
っていました｡ 
２０１６年３月に高校の卒業旅行として友達６人

で初めて日本に来ました｡当時日本語も英語もあま
り話せませんでした｡友達がＪＲを降りるさいにき
っぷを無くしてしまい緊張したのが､忘れられない
思い出です｡駅員の方はとても優しく日本人の親切
さを見にしみて感じました｡ 
高校を卒業してから､台湾の大学は難しく日本の

大学に進学を決めました｡日本語を勉強したことが
なかったので､台湾で３ヶ月間の基礎の日本語を勉
強し､２０１７年１０月に福岡のアジア日本語学院
に入学しました｡最初はカタカナさえ読めませんで
したけれど､1 ヶ月くらいで生活にも慣れてきて簡
単な日本語が話せるようになりました｡日本語を勉
強して､他国の人たちと一緒に日本語で交流したり､
文化を経験したりしていました｡ 
日本語学校を卒業してから､現在の長崎国際大学

に入学しました｡左側と右下は大学のホームステイ
活動の写真です｡地域活性化のため西海市の雪の浦
へ行き､ホームステイを体験させていただきました｡
五日間､ホームステイ先のご主人さんが町の魅力や
歴史を説明してくださり､農家生活を体験させてく
れました｡とても勉強になり､いい活動でした｡ 
（２０１９年ローターアクトの例会の写真を見

せ）国際交流活動にも数回参加しました｡左側は福
岡の長住小学校で他の留学生たちと一緒に生徒たち
に各国の文化を説明し､生徒たちと一緒に食事も楽
しみました｡外国に留学する予定がある九州文化学
園の生徒たちに留学経験や各国の文化などの知識を
伝えました｡ローターアクトクラブが交通遺児のた
めに行った募金活動の写真です｡高校生たちと一緒
に活動に参加できてとても楽しめました｡ 
卒業論文のテーマ長崎の観光業界の現状と未来へ

の挑戦です｡コロナ時期の間に体験したものや日本
初のＩＲ施設に興味があり､自分が国際関係を専攻
している関係で､このテーマを決めました｡ 
最後にロータリーの方々へは感謝の気持ちでいっ

ぱいです｡おかげさまで､経済的ストレスがなくな
り､勉学や就職活動にたくさんの時間を割くことが
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できました｡ウィズコロナの考えが社会にかなり普
及し､例会も全て休会になるわけではなく､通常に近
く開催され､多くのロータリーの方々に話しかけて
いただきでさまざまな価値観を教えていただき自分
の見識も広がったように思えます｡本当にありがと
うございます｡米山奨学生が終了しても台湾と日本
の橋渡しとして精進にしますので､今後ともご指導
のほどよろしくお願いします。４月からはホテルオ
ークラＪＲハウステンボスで働いていますのでお越
しの際は一言声をかけていただけたら､楽しいです｡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＡＡ：井手 陽一君 

次回例会１０月６日１２：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


