
《第二回クラブフォーラム 国際奉仕委員会》 

  

茶村亜子 委員長 

 

今年度、会長でいらっしゃいます渡会会長より、北 RC

の歩みを会員の皆様に知って頂くという目標を 

年度はじめに頂きました。それと共に今年度、当委員

会の活動をどうすべきかの話し合いも続けておりま

す。 

話し合いを続けて行く中で、前年度まで米山奨学生で

したレイ君、本年度のミンさんがお二人ともベトナム

出身だったことで、ベトナムにご縁を感じまして、今

回はご存じない方も多数いらっしゃると思い、1999

年にベトナムへ救急車寄贈をされた事があるこ と

にスポットを当て、その事と、今後の国際奉仕活動を 

当クラブとして、どうすすめて行けばよいかのお話、

ご意見など頂戴したいと思います。 

まず、宮崎 OB が国際奉仕委員長でいらっしゃった時

にベトナムへ救急車を寄贈された際、ベトナムで 

宮崎 OB とお会いになられた小川会員よりお話をお聞

かせいただきたいと思います。 

 

 
         小川 寛 会員 

 
1999 年 7 月 佐賀 RC の香月先生（口腔外科）が毎年

ベトナム ベン・チェー省のデェン・チィエウ病院に

て手術を行っておられる事がきっかけで佐賀ＲＣの

事業として地区補助金等を利用して救急車を贈呈が

行われました。 

これは、当時（今から 22 年前）分区代理（現在のガ

バナーノミニー）が佐世保北 RC の松尾辰二郎氏で松

尾氏が提案して事業が行われました。 
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                                       第 1630 回例会 No.10 

例会日：2021.09.27 

                                    

本日の例会 会員卓話（松永祐司会員）    次回例会 ゲスト卓話（米山記念奨学生 ﾄﾞｰ ﾁｭｰﾝ ﾐﾝ ﾄｩさん） 
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当時佐賀RC６名と佐世保北RCの次期国際奉仕委員長

の宮﨑有恒さんが参加され現地で大歓迎を受けられ

ました。 

 

 
 

 
 
 
先生はベトナム戦争の化学兵器の影響で口唇口蓋裂

（みつくち）の患者の手術をされています。贈呈後「救

急車を送って良かったか？」との問いに香月先生は

「私たちがここに来て手術を行うことによって確か

に患者とその家族の方々には喜ばれます。しかし看

護婦さんや病院のスタッフは朝から晩までの一日中

の手術や、残業で、普段とは違う仕事をします。その

ことを良かれと思わない人もいるはずです。また救急

車を送ることによって、病院側も新たに管理するスタ

ッフを用意しなくてはなりませんよね。」何だか考え

させられました。 

「途上国（日本の一般的な見方）の人達は本当に貧し

く見えますが、時がゆっくり流れ、食べたい時に食べ、

仕事があるときに仕事をし、すべては神のおぼしめし 
どちらが幸せか考えさせられる街がベトナムでした。」

と宮﨑さんは会報に書いておられます。 



 
 
私はこの後 宮﨑さんと合流してホーチミンを満喫し

ました。 
 
（質疑応答） 

 
松永祐司 会員 

 

早田貴志 会員 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

世界大会参加 

 
永田武義 会員 

 

私がロータリークラブの世界大会に参加したのは、

1990 年北原会長・都合幹事と私の 3 人で、米国のオ

レゴン州ポートランド大会でした。 

それから、2019 年まで 18 回、イギリス・スペイン・

オーストラリア等世界各国で開催された大会に参加

しました。 

一番の思い出は私が会長をした 2005 年シカゴ大会で

す。 

ロータリー創立 100 周年の記念大会でロータリーク

ラブ発祥の地（建物の跡地にプレートがはめ込んであ

りました）も見学できて感動しました。 

世界大会では全世界から集ったロータリアンが民族

衣装を着て、ポリア撲滅や貧しい国の子供たちの支援

や、きれいな水を供給するため井戸を掘ったりするプ

ロジェクト等に熱心に取り組んでいる姿がとても素

晴しいと感動しました。 

このような光景を見ていると毎回どんな遠い国でも

参加したくなります。 

北ロータリークラブの会員の皆さん是非世界大会に

参加しませんか。 

 

 

富田耕司 会員 

私は 2003 年クラブ会長の時、日本大阪大会に多数の

仲間と出席しました。 



また 2007 年ガバナー補佐の時、ロサンゼルス大会に

福田・豊島・永田・富田の 4 名で出席しました。 

外国の大会への出席は 1 週間程度の休暇と費用が発

生するわけで、私にとっては大変なことでしたが、き

っかけがあり、誘いがあっての出席でした。 

大会の魅力は圧倒的なスケールの本会議・分科会・展

示コーナーを体感できたことと、意義としては地区・

日本・世界のロータリアンとの交流によりロータリー

への思いを強くし、鼓舞することに繋がったと思いま

す。 

英語を話すことが出来たら、もっと楽しいものになっ

たと思います。 

機会があれば再度出席したいと思います。 

 

 

米山記念奨学会と「米山友の会」について 

 

近藤竜一 会員 

米山奨学事業は、日本最初のロータリークラブの創

立に貢献した実業家米山梅吉氏の功績を記念して発

足しました。1952 年に東京ロータリー･クラブで始め

られたこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業

に発展し、1967 年、文部省（現在の文部科学省）の許

可を得て、財団法人ロータリー米山記念奨学会となり

ました。将来母国と日本との架け橋となって国際社会

で活躍する優秀な留学生を奨学することを目的とし

ています。 

 

当クラブでは、発足以来、米山奨学会には毎年多額

の寄付を続けています。クラブ発足後、チャーターメ

ンバーの発案により、当クラブ独自で「米山友の会」

を設立し継続的に寄付が行えるような仕組みを作り

ました。現在会員数 28 名が加入しており、会員は毎

年一定額を納め、その年に積立金が多い人から米山功

労者になって頂いております。今後も「米山友の会」

を通して、留学生の奨学に貢献できればと考えます。

会員皆様のお力添えをお願い致します。 
 

 

 

高校生平和大使 

 

緒方信行ガバナーノミニー 

1999 年 5 月、各拡散防止条約（NPT）に加盟していな

いインドとパキスタンが相次いで核実験を強行し、被

爆地の市民は核拡散に危機感を募らせた。 

「ながさき平和集会」（現在は「高校生平和大使派遣

委員会」）に参加する約 50 の平和団体は、各に惨禍を

知る被爆地ヒロシマ・ナガサキの声を世界に伝えるた

めに、未来を担う若者を「高校生平和大使」として国

連に派遣することにした。この活動等に福田 俊郎会

員は感銘を受けて、今年核兵器禁止条約が確約された

ことで、この運営団体「高校生平和大使派遣委員会」

に 100 万円寄付されました。 

 

 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

先週は敬老の日で例会はお休みでしたので、２週間ぶ

りの例会となります。皆様お変わりはございませんで

したでしょうか。 
新型コロナの関係では、佐世保市の感染レベルは、本

日現在レベル３に下がっていると確認しております。

本日は変更が間に合わずオンライン例会となりまし

たが、来週は例会場での例会を開催したいと思ってお

ります。皆様に会場で会えることを楽しみにしており

ます。どうぞよろしくお願い致します 
さて、グループラインでも話題にあがっておりました



が、二ノ宮会員が長年の無事故・無違反をうけ、交通

安全協会より「交通栄誉賞 緑十字銅賞」を受賞され

ました。素晴らしい功績と思います。二ノ宮会員には

誠におめでとうございます。私も二ノ宮会員を見習い、

安全運転に務めたいと思います。 

ロータリーの関係では、地区大会事務局より、11 月

27 日に開催される地区大会の登録のお願いが届いて

おります。皆様には先日すでに幹事より「地区大会登

録のお願い」をお送りしているところです。今回の大

会は、登録人数を制限する場合があるなどの条件があ

りますが、お願いの文書にも記載しましたとおり、２

年後の緒方会員のガバナー年度の地区大会主催に向

けて、ぜひとも皆様には登録いただき、当日会場への

参加をお願いしたいと思います。 

今年の地区大会は新しくできた出島メッセ長崎が会

場となります。11 月からの稼働ということで皆様も

まだ入られたことがないと思いますので、新しいイベ

ント会場を訪問できるという楽しみもあります。また、

新国立競技場の設計などに携われた建築士・隈研吾氏

の記念講演もあります。重ねてご登録をよろしくお願

い致します。 

本日の卓話は、国際奉仕委員会のクラブフォーラムと 

なっております。国際奉仕事業の在り方について、会 

員の皆様の積極的な意見交換がなされればと思いま 

す。茶村委員長を始め、国際奉仕委員会の皆様にはご 

準備のほどありがとうございます。本日は、どうぞよ 

ろしくお願い致します。 

告を踏まえ、今週の理事会でどのように進めるか協

議・決定するつもりです。たいへん意義のある活動と

思っておりますので、委員会の皆様にはどうぞよろし

くお願い致します。 

 

 
《幹事報告》 

           公門新治 幹事 

 

 

１．例会変更 

・佐世保南ＲＣ 

10 月 1 日（金）、10 月 8 日（金）、10 月 15 日

（金）休会 

（クラブ定款第 7 条第 1 節（ｄ）（3）により） 

10 月 22 日（金）12：30～→18：00～  

ホテルオークラ JR ハウステンボス 

（観月例会） 

・佐世保西ＲＣ  

9 月 28 日（水）休会 

（定款第 7条第 1 節（ｄ）（3）により） 

 

・ハウステンボス佐世保 RC 

10 月 12 日（火）12：30～ 

ホテルヨーロッパ 吉翠亭 

（例会場の都合により） 

10 月 26 日（火）12：30～→18：30～ 

ホテルヨーロッパ レンブラントサロン 

（夜例会のため） 

 

２．来 信 

 ・公財）ロータリー米山記念奨学会 

 ①米山記念奨学生 ドー チューン ミン トゥさん 

奨学生・学友証明書 

 ②米山記念奨学生  

ドー チューン ミン トゥさん 

レポート受付完了のお知らせ 

  

  ・国際ロータリー 

 ①2022 年ロータリー国際大会：早期登録で割引を 

 

 ・ガバナー事務所 

① 2021～2022 年度 職業奉仕セミナー（ＺＯＯ 

Ｍ会議）ご参加の御礼 

 ②第 50 回ロータリー研究会のご案内（緒方ノミニ 

ー宛） 

  日  時：2021 年 12 月 5 日～12 月 8 日 

  開催場所：メルパルクホール、オークラ東京他 

    

・地区大会事務局 

 ①地区大会関係資料等の提出について（お願い） 

②地区大会でのクラブ紹介動画について（お願 

い） 

 ③ガバナー賞「超我の奉仕賞」について（ご推薦 

のお願い） 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

海上自衛隊佐世保音楽隊ファミリーコンサートに 

ついて  9 月 18 日（土）中止 

 

３．伝達事項  

① 9/24（金）に地区大会登録のお願いを送信し

ております。ご回答を 10 月 8 日（金）まで

にお願いします。 



② 次回 10/4（月）例会は会員卓話 松永祐司

会員です。佐世保市の感染段階レベルが 3 に

下がりましたので、例会場にて例会を開催い

たしますが、お食事は原則お弁当持ち帰りと

致します。本日例会後に例会開催のお知らせ

をお送りいたしますので準備の都合上、10

月 1 日（金）午前中までにご出欠をお願い致

します。 

③ 9/29（水）～9/30（木）私用にて事務局をお

休みいたします。 

 
 

《委員会報告》 

小西研一 奉仕プロジェクト社会奉仕委員長 

 

2021-2022 年度地区補助金事業として調整を進めて

きました「水泳指導による幼児の健全育成・障がい者

就労支援事業所支援プロジェクト」につきましては、

10 月 17 日（日）10 時より、ビートスイミングクラブ

北松プールにおいて、元オリンピック選手の山口美咲

さんを講師として招き、市内の幼稚園児 20 名を対象

に水泳指導教室を行います。 

また、前日 16 日（土）には 16 時より、グランドファ

ーストイン佐世保において、山口美咲さんによる講演

会の開催を予定しています。山口美咲さんは現在、星

野リゾートに勤務されており、星野リゾートの事業展

開等を中心にお話頂く予定です。 

詳細につきましては、本例会後に会員の皆様に配信致

しますご案内でご確認願います。 

いずれの催しも、当日の検温、手指消毒、マスク着用

を徹底する他、健康状態チェックシートを提出して頂

き、当日ご協力頂く北ロータリークラブのメンバーの

皆様には抗原検査を実施して頂く等、万全の感染予防

対策を実施の上、開催致します。 

詳細についてはご案内を確認頂き、ご協力頂きますよ

うお願い申し上げます。 

 

《ニコニコボックス》 

代読 公門新治 幹事 

 
渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

佐世保市の感染段階ステージが「3」へ引き下げられ

ました。緊急事態宣言の解除、飲食店等に対する時短

要請等も終了が発表されました。これで少しずつ始動

できそうですね。しかしながら、油断は禁物です。念

を入れて感染対策をお願いします。 

さて、本日は国際奉仕委員会による第 2 回クラブフ

ォーラムです。会員一同楽しみにしています。国際奉

仕委員会の皆さんよろしくお願い致します。 

 

平石晃一君 

国際奉仕委員会の皆さん、お疲れ様です。 

 

渡会祐二君 

クラブより結婚記念日のお花をいただきました。贈ら

れた妻は大変喜んでおり、ニコニコでした。フローレ

くもんのお花の威力に感動しています。お礼にニコニ

コします。ありがとうございました。 

 

茶村亜子君 

本日は第 2 回クラブフォーラムを国際奉仕委員会が

務めさせていただきます。皆様、宜しくお願い致しま

す。 

 

小川 寛君 近藤竜一君 小西研一君 

たまたま事務局に参りましたのでニコニコします。例

会上で皆様とまたお会いできることを楽しみにして

います。 

 
 

 

 

IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 渥美 大介） 

本日の合計   12,000 円    累計 305,000 円 


