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Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会 会員卓話（峯 徳秀 会員）    次回例会 ゲスト卓話（竹口・堀 法律事務所 弁護士 竹口将太氏） 

《ゲスト卓話》 

佐世保市 企画部国際政策課 国際交流員  

王 露瑶 氏 

 

厦門
アモイ

の「爱
アイ

拼
ピン

才
ツァイ

会
ホェイ

赢
イャン
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「厦」は５大陸の客を招き、「門」は大波をも受け入

れる。中国東南部の沿岸に位置する厦門市は海外貿易

で発展した都市で、佐世保市の友好都市の一つです。 

 

厦門で親しまれている歌の題名である「爱
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拼
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（挑む勇気・勝ち取る成功）」という言葉

で、厦門をご紹介します。 

 

「爱
アイ

」 美しく、愛情溢れる町 

紺碧の海、緑豊かな山々、鮮やかなブーケンビリアの

花は、人々の心を和ませ、公共施設や道はきれいに整

備され、市内を走る様々な交通機関は市民の生活をよ

り快適にしています。又、電子決済が普及し、誰もが

簡単に買い物を楽しむことが出来ます。 

「拼
ピン

」 技術革新と奮闘の都市 

厦門自由貿易エリアを始め、台湾海峡の西側にあるハ

イテク製造業基地は、厦門の第二次産業の柱として発

展しています。また第三次産業においては、国内外の

現代サービス業で競争力のある企業が集合し、質の高

い発展をめぐり、日々開発と改良を重ねています。 

「 才
ツァイ

」 人材誘致と育成 

優秀な企業人材の誘致を積極的に行い、大学では各国

の姉妹校と提携し、学生間交流を行い、留学支援の充

実、国際教育に力を入れています。 

「 会
ホェイ

」 心を通わせ世界と繋がる 

厦門の生来の開放的な気質に加え、政府の対外開放外

交の実践により、厦門の門戸はますます大きく開かれ

ました。厦門では国際会議や様々な国際規模の博覧会、

大会が開催されています。 

「 赢
イャン

」 成功を勝ち取り、分かち合う 

これまで厦門市と佐世保市は何度も交流を重ねてき

ました。言語や習慣の違い等困難もありますが、佐世

保市と厦門市は同じ港町として、交流を通して技術や

経験を共有し、海を越えて両市の強い絆を作っていま

す。いわば「縁あれば千里を隔てても会い易し」です。

挑む勇気こそ、成功に繋がる道であり、成功は夢を叶

える。両市の友好と発展の為今後も交流活動に尽力し

て参ります。 
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【本  日】会員数 41 名   出席 21 名  欠     席 ７名  出席規定免除会員（13）   出席 10 名     出 席 率  81.58％ 

【前々回】会員数 41 名   出席  25 名 メークアップ 3名    出席規定免除会員（13）   出席 9名      修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 

 



卓話者のプロフィール 

氏名：王
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 露

ロ

瑶

ヨウ

        

生年月日：1988 年 7 月 16 日                 

出身：重慶市 

学歴：2011 年 6 月 厦門理工学院  

日本語学科卒業（学士学位取得） 

2018 年 6月 厦門大学 

教育管理学科卒業（修士学位取得） 

職歴：2011 年 6 月 厦門理工学院国際交流処職員 

2019 年 4月 佐世保市国際交流員 

趣味：卓球、バトミントン、ヨガ、旅行、映画鑑賞 

 

ひとこと：二―ハオ！はじめまして。4月に着任した

中国国際交流員の王露瑶（オウ ロヨウ）と申します。

中国西南部の重慶市の生まれで、大学進学をきっかけ

に 12年間、佐世保市の友好都市である厦門市で生活

していました。佐世保には 4回ほど訪問したことがあ

りますが、美しい九十九島の風景と、親切な地元の

人々に出会い、佐世保という町に大変感銘を受けまし

た。この国際交流員という職務を全うし、たくさん佐

世保の方々と交流して、佐世保の懸け橋となれるよう

色々なことにチャレンジしていきたいです！ 

  

  

 

下写真は同行者（長崎県立大学 地域創造学部  

公共政策学科 3年生 濱崎 雄太郎 氏） 

 

 

 

《会長挨拶》 

               蒲池芳明 会長

 

8 月 21 日会員増強委員会と奉仕プロジェクト社会

奉仕委員会に参加し船津委員長の熱意と説得ある力

強い方針について大変感謝しております。 

紹介していただく委員会の皆様の人脈の広さには

驚きと佐世保北ロータリーの会員で良かったと改め

て感じております。会員増強委員会については毎月一

回の開催を予定しておりますので船津委員長への紹

介並びに情報提供をお願いしたいと思います。 

昨日、夏の家族会に参加しました。親睦活動八木委

員長はじめ委員会の皆様には大変お世話になりまし

た。感謝しております。 

雨の予想をしておりましたが、その時間帯だけは降る

こともなく、船上からの素晴らしい景色と美味しい料

理で、参加された皆さんは満足し大変良かったと思い

ます。そして会員の家族が出合い、知り合いになるこ

とは素晴らしい企画と改めて思いました。きっと家族

の方々も佐世保北ロータリークラブは「仲の良い人達

の集まり」だと理解されたと信じております。 

 

 

《幹事報告》 

         公門 新治 副幹事 

 
 

1.例会変更 

北松浦ＲＣ 

9 月 10 日（火）12：30→9 月 8日（日）9：00～  

佐々川清掃：河川公園（社会奉仕活動による） 



2.来 信  

・2019～2020 年度 地区大会事務局 

国際ロータリー第 2740 地区 

2019～2020 年度地区大会のご案内 

《第 1日目》 

日時：11月 8日（金）  

会場：Ｌ&Ｌホテルセンリュウ 

（諫早市永昌東町 13-29ＴＥＬ0957-22-8888） 

・16：00～危機管理セミナー 

   ・18：00～歓迎晩餐会 

 《第 2 日目》  

  日時：11月 9日（土）  

会場：諫早文化会館（諫早市宇都町 9-2） 

・9：00～エクスカーション 

・10：00～大会 4委員会・青少年のつどい 

・12：10～本会議第 1部 

・14：30～地区大会記念講演  

ケント・ギルバート氏 

・16：00～本会議第 2部 

・17：30 点鐘 

・18：30～記念懇親会  

会場：ホテルグランパレス諫早 

（諫早市宇都町 3-35） 

《第 3日目》  

  地区大会記念親睦ゴルフ大会 

日時：11月 10 日（日）スタート時間 7：30～ 

会場：長崎国際ゴルフ倶楽部 

（諫早市小ヶ倉町 51）  

         

・佐世保西ＲＣ 

第 4 回市内ＲＣ会長・幹事会のご案内 

日時：令和元年 9月 18 日（水）18：30～ 

場所：セントラルホテル佐世保（上京町 3-2） 

 

3.伝達事項 

①9/2（月）次回例会は会員卓話（峯 徳秀 会員） 

 

 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保ＲＣ  

浦 義浩 君 

 

《委員会報告》 

 

地区インターアクト委員会 

小川 寛 委員 

 8 月 24 日（土）第 2 回地区インターアクト委員会

がグランドファーストイン佐世保にて開催されま

した。前期指導者研修会が 10月 12 日（土）13:00

より東彼杵町会館で開催されます。基調講演は NPO

環境カウンセリング協会長崎の理事 矢野博巳氏

です。 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

八木順平 親睦活動委員長 

 

 

〜〜〜〜〜〜夏の家族会（2019.8.25）〜〜〜〜〜〜 

 
蒲池芳明 会長  村瀬高広 幹事 

年に１回の夏の家族会、楽しみにしていました。う

ちの家族は全員参加しました。よろしくお願いします。 

親睦活動委員会八木委員長をはじめ委員会の皆様お

世話になります。 

 

富田耕司君 

お世話になります。 

 

永田武義君 相良一三君 峯 徳秀君 牧野博一君 

松田信哉君 近藤竜一君 松尾重巳君 公門新治君 

西沢 寛君 八木順平君 中川信次君 渥美大介君  
本日は夏の家族会にご参加いただきありがとうござ

います。 

あいにくの雨でサンセットクルーズにはなりません

でしたが、佐世保北ロータリークラブの基本、親睦を

深める会として、会員同士、ご家族同士の親睦を深め

てください。 

なお、本日は豪華料理とパフォーマーBUCHI による

大道芸、テーブルマジック、最後に豪華景品が当たる

くじ引き大会は、はずれなしをご用意しています。時

間の許す限りお楽しみください。 

ありがとうございました。 

 



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石 晃一  中島 閏二  森 豊  中川 信次（記事担当 田島 慎） 

本日の合計 37,000 円    累計 343,000 円 

 

夏の家族会 19,000 円    累計 306,000 円 

 

〜〜〜〜〜 8 月第 3例会（2019.8.26）〜〜〜〜〜 

 

佐世保ロータリークラブ 浦 義浩君 

本日はお世話になります。 
 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

森 豊会員のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し

上げますと共に、心からご冥福をお祈りいたします。 

昨日の夏の家族会に参加された会員、ご家族の方々

お疲れ様でした。八木委員長はじめ親睦活動委員会の

皆様ありがとうございました。 

本日のゲスト、卓話者の佐世保市企画部国際政策課

国際交流員王露瑶様、長崎県立大学地域創造学部公共

政策学科 3年濱崎雄太郎様、佐世保ＲＣ浦義浩様のご

来訪を心より歓迎致します。王 露瑶様、卓話楽しみ

にしております。 

 

村瀬高広 幹事 

森豊会員のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げま

す。本日は所用のため例会を欠席します。 

 

豊島揆一君 

遅くなりました。この度は亡き母の初盆に際しまして

ご丁寧にお参り頂き、またお供物を賜り誠にありがと

うございました。 

 

宮﨑有恒君 

第8回させぼ海洋探検隊in高島が無事終了すること

ができました。開校式参加の蒲池会長、近藤会長エレ

クト、中川青少年委員長、そして見送りだけの鐘ヶ江

インターアクト委員長に、今回 3泊された村瀬幹事あ

りがとうございます。 

北クラブの毎年のご支援に心より感謝申し上げます。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 

古賀新二君 中島閏二君 湯口純二君 宮原明夫君 

峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 三谷秀和君  

松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 

田島 慎君 船津 学君 八木順平君 中川信次君 

井上隆三君 渥美大介君 茶村亜子君 
鐘ヶ江和重君  二ノ宮 健君  
昨日開催されました、夏の家族会を運営、設営、お

手伝いいただいた、中川会員、親睦活動委員会の皆様

お疲れ様でした。そして協賛いただいた会員の皆様、

ご参加いただいた会員の皆様ありがとうございまし

た。  
本日の卓話は、佐世保市企画部国際政策課国際交流

員、王 露瑶様の卓話です。よろしくお願いします。 
 

 

《夏の家族会の様子》 

 

 
 

 


