
会長　中島　祥一君

12月8日は太平洋戦争が火蓋を切った日で
あります。また私達夫婦の結婚記念日でもあ
りました。日本はこの戦争に大敗しましたが、
我々はまだ五分の戦いをしております。
第２次大戦の転落の歴史に何を見るのか、

賢者は歴史に学び愚者は経験に学ぶといいま
すが、「学ぶのは経験と歴史の両方でないと
真に学ぶことにはならない。歴史は知識だが、
それに血を通わせるのが経験ではないのか」。
戦後60年少しづつ戦争のうねりの歴史が明
らかになってきました。海軍開戦の指揮をと
ったのは「山本五十六」でしたが、随分と葛
藤した後に決断した模様がNHKで放送され
ていました。そんな山本が残した言葉、
「国大なりといえども、戦を好まば、必ず亡ぶ」

今も紛争が続いている多くの国があります
が、平和を知らずに死んでいく子ども達がか
わいそうですね。

理事会報告

松尾 慶一さんより提出の出席規定適用免
除届けを承認

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト（卓話者）
佐世保警察署　交通課長　大山　美喜様
○ビジター
有田RC 岩尾　慶一君
○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん

幹事　富永　雅弘君

１．譛ロータリー米山記念奨学会

功労クラブ受賞について
2006年11月入金　累計70,086,000円　70回

２．第2740地区ガバナー 田口　　厚君

大会実行委員長 西村　金造君

①地区大会　ご出席・ご協力のお礼
②地区大会表彰状送付の件
永年連続例会出席表彰状
40年　円田　三郎君
25年　池田　　豊君

（1）

平成　00 年　00 月　00 日　　　　　　　第　0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO18 12 13 2,774 23

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者出席　　名・欠席　　名・ビジター　　名・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・メークアップ　　名 修正出席率 ％
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会 長 挨 拶

幹 事 報 告

例 会 記 録

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 

 事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 

 例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181

2006～2007年度テーマ　LEAD THE WAY　　率先しよう　　2006～2007年度  R.I.会長　ウィリアム・ビル・ボイド 



米山記念奨学会部門
2005～06年度寄付額優秀クラブ第1位
2005～06年度一人あたり寄付優秀ク

ラブ第2位

３．RI第2740地区

第4グループガバナー補佐 立華　　浩君

第5グループガバナー補佐 太田　晴康君

第6グループガバナー補佐 芥川浩一郎君

インター・シティ・ミーティング開催のご案内
開催日／2007年2月24日貍

登録受付12 : 00～
点　　鐘13 : 00～

場　所／松浦市文化会館ゆめホール
テーマ／「ロータリーを楽しもう」
懇親会会場／松浦シティホテル

懇親会16 : 30～
人頭分担金／3,000円/1人
人頭協力金／1,000円/1人

（12月31日現在会員数）
登録締め切り／2007年1月20日

４．国際ロータリー第2740地区

ガバナーエレクト　野口　　清君

次期地区幹事交代のお知らせ
氏名：空閑　清高君

歯科　空閑医院　院長

５．佐賀大和ロータリークラブ 堤　　和之君

「泣き虫ロータリアン」冊子　寄贈

６．交換学生 松永　夕加さん

11月報告書

７．佐世保ロータリークラブ 西村正一郎君

ご尊父様　忌明けのご挨拶

８．譛佐世保地域文化事業財団

理事長　光武　　顕様

アルカス ニューイヤーコンサートのご鑑賞
について（お願い）
（ウイーン・シュトラウス・フェスティバル・
オーケストラ）
日時／2007年1月14日豸

16 : 00 開演　18 : 00 終了予定
優待料金／Ｓ席　￥5,000を￥4,750

Ａ席　￥4,000を￥3,800

ローターアクト委員会

委員長　新穂　博文君

12月6日、四ヶ町アーケード、
キラキラフェスティバルにおき
まして、古賀 巖さんのテーブル
に佐世保ローターアクト、長崎
国際大学ローターアクトをお招きいただきあ
りがとうございました。
2次会では「花蓮」におきまして、中島会

長、オーナーの飯田さんに大変お世話になり
ました。ありがとうございました。
最後に、12月21日貅 19 : 30よりサンホテル
飯田内「花蓮」におきまして、佐世保ロータ
ーアクト最終例会を行います。この例会をも
って歴史に幕を閉じますので、ご出席よろし
くお願いいたします。

（2）

委 員 会 報 告

中島会長より円田三郎会員へ賞状授与
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親睦活動委員会　町　　　孝君

○今月の誕生祝い

長島　　正君（5日）
坂田　邦壽君（7日）
菅沼宏比古君（21日）

親睦活動委員会　溝口　尚則 君

有田RC 岩尾　慶一君

お世話になります。所用により早退致し
ます。

藤井　　隆君、円田　浩司君

井手　常博君

大山交通課長の卓話に期待しております。
飲酒運転のみならず、佐世保ロータリークラ
ブは高齢者も多いので、事故の厳しさを強く
ご指導願います。

円田　三郎君

地区大会にて連続例会出席40年連続表彰と
いうのを受けましたので！

坂田　邦壽君

先月、結婚祝いをいただきましたので。

坂田　邦壽君、菅沼宏比古君

誕生祝いをいただき、ありがとうござい
ます。

雑誌委員会　松尾　文隆君

国際ロータリーのホームページを検索し、
会員の項目を開くと以下の事が記してあり
ます。
ロータリークラブの会員は、さまざまな地
域社会のニーズや国際的奉仕のニーズに取り
組むために活動する多様な職業人リーダーの
グループです。社会奉仕やその他の手段を通
じて、ロータリークラブ会員は、世界中の平
和や理解を推進するために助力しています。
会員は私たちの最も大切な資産です。会員は、
ロータリーが多くの人道的活動を成し遂げ、
その使命を達成するための推進力なのです。
各ロータリークラブは、その会員組織が常
に時代に即し、地域社会のビジネスや職業、
専門的関心の進歩的な代表となるよう努めて
います。ロータリーの会員には、数々の恩典
が与えられます。
蘆地域社会の改善に貢献する
蘆指導者としての技能を磨く
蘆国際的な人道的問題を理解し、影響を与
える
蘆地域社会やビジネスのリーダーとの関係を
築く

ニコニコボックス 本日合計 8,000円

累　　計 481,000円

◇

ロータリー3分間情報慶　　　祝

ニコニコボックス
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（今週の担当　松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

『飲酒運転の根絶』

長崎県佐世保警察署

交通課長

大山　美喜様

私達の最大の目的･目標は交通死亡事故の
撲滅です。その為に日々努力をしております。
まず県下の交通死亡事故に於いて昨年は57名
で昭和39年以来の減少でした。今年も11月ま
ではマイナスで推移しておりましたが、12月
に入って前年を1名上回り58名の方が亡くな
られております。
現在、全国では5,900名（－500名）、九州で

750名（－19名）、長崎では58名（＋1名）とい
う状況です。
佐世保市では11件の死亡事故があり、昨年
同時期と比べ6件の増加となっており、この
内2件は飲酒運転によるものでした。
県下で亡くなられた方のうち高齢者の方が
29名で約半数を占めております。
長崎県で人身事故総数が約7,000件程ある

うち、飲酒に関連した事故については、150
件（2.1％）あります。それから物損事故が約
2万件あり、この内飲酒に関連した事故が189
件です。ちなみに今年に入り1,645人の方が
飲酒運転で検挙されております。
福岡の飲酒運転事故以来、取り締まりを強
化すると共に運転者の認識も向上し、検挙数
は減少してきております。しかしながらつい
最近、一部の若者が集団で飲酒運転をし、警
ら中のパトカーに発見され逃走中に人身ひき
逃げをするという事故もおきております。幸
いにも被害者は死亡事故には至っておりませ

んが、この場合運転者は酒気帯び運転、ひき
逃げ、業務上過失傷害、救護義務違反で現在
も拘留中です。
交通事故で一番多いのが追突事故で40％を
占めており、そのうち47％が脇見運転による
ものです。事故を起こさない事が一番ですが、
もし起こした時は直ちに警察に届ける事を心
掛けておいてください。
軽い接触で相手方が大丈夫と言っても後日
問題となるケースも少なくありません。特に
子ども等は軽い接触をし、怪我も少ないとい
う事で相手方が立ち去り、後日、保護者の訴
えにより、ひき逃げとして捜査される事例も
あります。
被害者が住所・氏名等特定出来ない時で

も、事故の状況を警察に連絡しておく事が
肝要です。

卓　　話


