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本日の出席率８１.８％：会員数４５名・出席３３名・欠席８名・出席規定免除会員（４）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３４名・メークアップ７名・出席規定免除会員３名

　グアム島の面積は５４９ｋ㎡で淡

路島より少し小さい島で、ＲＣはＲＩ 

２７５０地区 ( 東京 ) に属し、人口１６.

５万人に４クラブがあります。

　２月２４日までグアムの Pacific 

Star Resort Guam ホテルに所在す

る２つのＲＣを訪問して来ました。

リゾート地のグアムのＲＣには各国のクラブからの訪問が非常に

多いそうです。 また、 この日はＲＩ ２７５０地区大会に各クラブとも

数名が出席されていました。

　Rotary Club of Guam Sunrise の例会は火曜日 朝７時１５分から

で、 会員数１９名で構成されており、 インターアクト経験者やご

家族の２名を含めて１１名程が出席され、 日本語を話せる方が２

～３名おられました。 例会は米国らしく会長 ・ 幹事席は無く自由

で適当な時に代理が点鐘し、会長は遅刻して来られました。 ロー

タリーソングは 「You're my sunshine」 でした。 その日は航空自

衛隊一佐２名がゲスト参加 ( 米空軍との共同演習のため ) され、

佐世保中央ＲＣから１０名訪問で合計２３名が和気藹々と集まり、

それぞれの自己紹介、 バナー交換をしました。 私から佐世保

市の紹介と我々のクラブにも訪問して頂くよう挨拶してきました。

非常にフレンドリィなクラブでした。

 　Rotary Club of Tumon Bay の例会は同じく火曜日 １１時３０分

からで、８９名の会員の内３０名程が出席されておりました。 会長・

幹事席は無く、 会長の点鐘後にロータリーソングは 「アメリカ合

衆国国歌」で始まりました。「子供たちの正常な成長に関した」（ゲ

スト卓話者 Alicia Limtiaco さん） が行われた関係で、 グアムの

テレビ局が取材に来ていました。

　日本語が上手な二世の Mark Tokito 直前会長にお世話して頂

き、 Ri Limtiaco 会長とバナー交換後に佐世保市の紹介と我々

のクラブにも訪問して頂くよう挨拶してきました。 Rotary Club of 

Tumon Bay の Facebook でも紹介されています。 パラオより合流

した２名を含めて佐世保中央ＲＣから１２名が楽しくグアムを訪問

してきましたので、 「それぞれの思い」 を報告して頂きたいと思

います。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

 　　佐世保東ロータリークラブ

　　　 ４月２日 （木） １２：３０→３月２８日 （土） １９：００～

　　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　　観桜家族会の為　  　

　　　

２．来　　信　

・（公財）ロータリー米山記念奨学会

      「ハイライトよねやま１８０号」 の送付

　　　＊今月のピックアップ記事

　　　　　モンゴル米山学友会が設立１周年

・ガバナー事務所

　　　①２０１５年国際大会ツアーのご案内

　　　②地区ホームページ更新情報 （芥川翔一郎君レポート）　

　　　③「ロータリアンの行動規範」 変更のお知らせ　  

・古賀良一 ２０１５－１６年度第６Ｇガバナー補佐

      次期ガバナー公式訪問並びにガバナー補佐訪問日程確認

　　　のお願い　

　　　　＊ガバナー公式訪問　２０１５年９月１７日

　　　　＊ガバナー補佐訪問　２０１５年９月１０日  

　・佐世保東南ＲＣ

     　第４３回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会のご案内　

       　日時　５月２４日 （日） ８時３０分スタート

　　　　場所　佐世保カントリー倶楽部

山瀧正久 職業奉仕委員長

　来週（３/１９）の米国海軍横瀬基地職場訪問例会のご案

内です。 １１時３０分に横瀬 （海の駅 船番所） に集合して、 乗

合せて基地に行きます。 時間に遅れないようにお願い致します。

　　　　　　

前田眞澄  中央会幹事

　３月７日（土）に開催されました、本年度第３回中央会ですが、

１６名の参加を頂き、 無事終了致しました。 北斗会との対抗戦

は惜しくも５点差で完敗致しました。 中央会では見事、 橋口佳

周さんが優勝、 牛島義亮さんが準優勝、 ３位は田雑豪裕さん

の結果でした。 次回も宜しくお願い致します。
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大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

先週末の北斗会との対抗戦ゴルフに参加されたメンバー、

成績はいかがでしたか？会長は東京に、 幹事は大阪にと私

用にて失礼を致しました。 ただ私、 宿泊したホテルにて場所

前の白鵬関や、 オリックス戦に来ていた巨人軍選手とお会い

することが出来ました。 今日はグアムのＲＣ訪問報告会です。

宜しくお願い致します。

溝上純一郎会長エレクト

グアム訪問、 大変楽しく過ごすことが出来ました。

田代博之中央会会長 ・ 前田眞澄中央会幹事

北斗会と中央会の対抗戦、 残念ながら中央会の敗北となりま

した。 責任を取ってにこにこします。 尚、中央会の優勝者は、

誰も予想していなかった橋口君でした。 おめでとうございま

す。

橋口佳周君

先日の中央会、 実力で優勝しました。 その日は私の誕生日

で思いもかけねプレゼントになりました。ありがとうございました。

指山康二君 ・牛島義亮君 ・井上亮君

本日はグアム訪問の報告です。 岡君、 宮﨑君がきっちり話

してくれると思いニコニコします。

川島千鶴君

毎年、 国際交流に参加させて頂いております。 私にとって

年１回の海外旅行です。 他のＲＣを見れ、 色々と違いを体

験でき、 とても良かったです。 又、 フリーの皆さんとのツアー

も思い出深い４日間でした。 岡君、宮﨑君、お疲れさまでした。

崎山信幸君

先般、 私ごと励ます会に多くの皆様にご出席を賜りましたこ

と、 改めて御礼申し上げます。 現在、 ３月議会真っ最中で

すので、 最後までのご支援宜しくお願い申し上げます。 とこ

ろで、 ３月４日に無事孫が生まれました。 女の子で、 母子と

もに健康であります。 決して 「じいちゃんと」 はよばせないぞ～

本日の合計　　　　   13,000 円

本年度の累計　　　 646,000 円

岡光正国際奉仕委員長

　今回、 初の釜山蓮山ＲＣ以外の海外 （グアム） のＲＣ訪問だっ

た。 Guam Sunrise ＲＣは会員１９名、 Tumon Bay ＲＣは会員８９

名、 両ＲＣとも大変友好的だった。 特に Guam Sunrise ＲＣは、

■ グアムのＲＣ訪問報告 ■

親しみやすく我々を歓迎する為に、 会員

の奥様 （日本人） を同席させるなど大変

親日的だった。 佐世保中央ＲＣを代表し

ての大久保会長の英語のスピーチは大変

素晴らしいものだった。 また、 例会の内

容もシンプルで学ぶところがたくさんあっ

た。 会員の皆様方のご協力により、 海外

のＲＣと友好を深めるという当初の目的は

達成できた。

宮﨑正典国際交流委員長

　皆さんの表情が笑顔で本当に良かった。

できればこの取り組みを続けていきたい。

八重野一洋君

　今回でグアム島旅行は確か８回目だと

思います。 ３泊４日と言え、 便の都合上４

日目は早朝出発なので実質的には３泊３

日ですね。ＲＣでのメイキャップを兼ねた

視察旅行としては大変中身の濃い旅行で

した。 大久保会長と相部屋させて頂きましたが、 初日の夜中は、

ハーレーダビッドソンがアイドリングしているようなイビキで約１時

間眠れませんでした。 なんでも鼻が詰まって死にそうな夢を見

ていたそうですね。 メイキャップは実にアメリカンと言うかシンプ

ルなイメージがとても居心地良く感じ、 これならまた来てみようと

さえ思える例会でした。 時間がなかったので名刺交換も出来ず

会員さんと知り合える事が出来ませんでしたが、 次回チャンスが

あれば是非、 友達作りをしたいと思います。 また機会があれば

違う国のメイキャップに行きたいと思います、 大久保会長始め国

際奉仕委員会そして今回ご参加頂いたメンバー皆さんお世話に

なりました。

川島千鶴君

　Guam Sunrise ＲＣはほんわかしたクラブ

で、 つたない英語で、 週報の担当者で

あることを伝えると、 「今回のことが掲載さ

れた週報が完成したなら送って欲しい」 と

いわれました。 Tumon Bay ＲＣは女性会

長で、 ８９名の会員を束ねていらっしゃるのに尊敬しました。 ど

ちらのＲＣも交換されたバナーが掲げてあり、 佐世保中央ＲＣも

たくさんの方に訪問して頂けるＲＣになると良いなと思いました。

４日間のグァム旅行では皆さんに大変お世話になりました。

浅野訓一副会長

　牛島さんの勧めで、 グアムに行くなら、

スキューバダイビングを体験しようと昨年

から決めていました。 ビーチで重いタンク

を背負って、 まずは、 海面に頭を沈めて

タンクからの空気を吸う練習を１分間しまし

た。 その次は、いきなり、さあ潜りましょう！とのことで、スレンダー

で日焼けしたダイバーの雰囲気が漂うお姉さんの引く黄色い細

いロープに向かって、 ５人が２メートル間隔くらいで海底に導か

れていきました。 海底では、横に引かれた固定ロープにつかまり、
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ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／３月１９日１２：３０～

職場訪問例会／米国海軍横瀬基地

れた固定ロープにつかまり、 お姉さんから配布されたソーセー

ジを少しずつほぐしながらの餌やりです。 １０種類以上のカラフ

ルな魚が沢山寄ってきて、 ５人はまるで幼稚園生のように楽しみ

ました。 　グアムのＲＣ訪問も有意義で楽しく、 当クラブメンバー

のチームワークも素晴らしく、 夢のような４日間でした。 メンバー

の皆様大変お世話になりました。

本田実幹事

　佐世保中央ＲＣの幹事としての訪問では

あったが、 幹事の仕事であるバナーの手

配とお土産の購入などの全てを岡国際奉

仕委員長と宮崎国際交流委員長にお任

せの訪問であった。 また　グアムでの案内

ドライブをしてくれた現地人に似ている八

重野君、 体験ダイビングの手配を日本からネット予約をしてくれ

た浅野副会長、 ありがとうございました。 浅野副会長と同室させ

ていただき、 快適な睡眠を致しました。 今後は　姉妹提携では

無く　他クラブ訪問 （海外） だけも考慮に入れて行くのも良いの

ではないかと思います。

大久保厚司会長

　岡光正国際奉仕委員長と宮﨑正典国際交流委員長の大変な

ご尽力に心より感謝申し上げます。 おかげさまで、 楽しいグア

ムの２つのＲＣ訪問となりました。 次年度はパラオＲＣ訪問と世界

第一級ダイビングスポットに挑戦したいと思います。
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