
会長　中島　祥一君
もうそろそろ梅雨明けしそうな天候です。

本日の新聞記事によりますと、上場企業が海
外であげた営業利益は5兆677億円、前年度
21％増、しかし、企業資源の海外シフトは
29.5％増、日本企業の内需離れが起きている
そうです。ロータリー会員数も20％増にあや
かりたいです。
本日はクラブ協議会です。職業奉仕、国際
奉仕、新世代、会計の各委員長よろしくお願
いします。

7月7日貊 佐世保学園意見発表会に行って
まいりました。収容人員（120名）の半数（65
名）が佐世保学園で生活をしているそうです。
日々更正に向けてがんばっていたのが印象的
でした。詳しい内容は三浦会員より報告いた
します。
7月8日貍 武雄センチュリーホテルにて、

クラブ奉仕セミナー（遠田会員参加）と、米
山記念奨学研修セミナー（長島会員参加）が
行われました。後ほど詳しい内容を報告致し
ます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
大村RC 西川　義文会長

辻　　義明幹事
西川会長から年度当初の挨拶を
頂きました。

佐世保中央RC 野村　和義君
○ゲスト
長崎国際大学ローターアクトクラブ
饌村　恭子さん

幹事　富永　雅弘君

1．2006～2007年度ガバナー　田口　　厚君
①国際青少年交換委員会

委員長　瀬戸口　智彦君
2007～2008年度国際青少年交換学生
（派遣）の募集について
現在応募2名のため、応募締め切りを
7月18日まで延期

②交換学生　平子　咲さん帰国予定
8月1日貂 PM9:45  JL 3057
福岡空港国内線着

③米山記念奨学委員会
委員長　高木　正隆君

第1回RI第2740地区米山だより
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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 
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■地区研修セミナー報告
日時／平成18年7月8日貍
場所／武雄センチュリーホテル

クラブ奉仕委員会 委員長　遠田　公夫君

クラブ奉仕研修セミナーに参
加。主なテーマは会員減少をい
かにくい止め、会員増強を図る
か、という点でした。①女性会
員も積極的に勧誘する　②年輩者を大切に
③飲み会を多く　④退会会員に再入会を勧め
る　⑤何故、増員しなければならないのか、
RCのアイデンティティやポリシーをはっきり
自覚する　⑥ロータリアンとしてのルールや
マナーを守り、いい人間関係をつくる。など、
今後の参考意見が多く出た事を報告します。

国際奉仕委員会 委員長　長島　　正君

米山記念奨学部門研修セミナ
ーに参加いたしました。

■地域発展委員会 委員長　坂田　慎吾君
7月17日（月・海の日）、社会奉

仕活動の一環としてビーチクリ
ーンアップを行います。午前8時
30分、鹿子前集合です。ふるっ
てご参加ください。よろしくお願いします。

■青少年活動委員会　委員長　三浦桂一郎君
7月7日貊 法務省主唱による

「社会を明るくする運動」月間に
おける「意見発表会」が13時30
分より佐世保学園体育館で行わ
れました。
中島会長はじめ富永幹事、増本担当理事、

私の4名とNHK佐世保支局長 宮内さんを含
め、遠くは熊本および佐賀・長崎県の関係者
や一般の方々200名と例年にない多くの参加

者がありました。6名の園生の心からの意見
発表には感銘を受けました。
佐世保更正保護女性会会長の講評に続き、

中島会長より賞状とあわせて後藤静香著の
「本気」の詩が園生への励ましの言葉として
贈られました。

■前年度国際青少年計画委員会
新穂　博文君

7月7日貊 マリア・ファロミル・橋本さんの
送別会が行われました。
中島会長、山縣直前会長、他18名
ホストファミリー、ゲスト16名
計36名の参加でした。

■長崎国際大学ローターアクトクラブ
濱村　恭子さん

佐世保ローターアクトクラブなら
びに長崎国際大学ローターアクト
クラブ合同役員交代式のご案内
日時／平成18年7月30日豸

登録開始　12:00～
点鐘　　　12:30～（役員交代式）
懇親会　　13:00～14:30
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委 員 会 報 告



ラス優勝おめでとうございます。88でまわる
実力がありながら、ハンデ23はおかしいと思
っておりました。今後ともご指導をよろしく
お願い致します。

親睦委員長　F田　俊夫君
先週の2006年度 第1回例会では、皆様よ

りたくさんのニコニコをいただきました。親
睦委員会を代表してお礼のニコニコをさせて
いただきます。これからも何度もニコニコお
礼ができます様に、皆様のご支援をよろしく
お願い申しあげます。

松本　英介君、中村　徳裕君
吉松　哲範君、隈元　勝則君
井手　弘和君、木村　公康君
誕生祝ありがとうございました。

雑誌委員会　玉野　哲雄君

「ロータリーの友」7月号より

「ロータリーの友」縦組み7ペ
ージ、その人その人生「風紋」
シリーズです。
「現場主義」で人類と地球環境に貢献とい
う題で、首都大学東京の学長であり、仙台ロ
ータリークラブ会員でもある西澤純一さん79
歳が、ノーベル賞に一番近い日本人という事
で紹介されておられます。
西澤さんは、ロータリークラブの例会は17
年間無欠席ですが、ほとんどはメークアップ
だそうです。その代わりあっちこっちで卓話
をなされているようです。

場所／佐世保セントラルホテル
上京町3-2 TEL 0956-25-0511

登録料／7,000円

親睦活動委員会　有薗　良太君

○今月の誕生祝い

松本　英介君（7月1日）
田中丸善弥君（7月4日）
中村　徳裕君（7月6日）
吉松　哲範君（7月7日）
井手　弘和君（7月16日）
隈元　勝則君（7月16日）
木村　公康君（7月27日）

平子千太郎様（交換学生平子　咲さんの父上）
マリアの送別会にお招きいただきましてあ
りがとうございました。当初の「暑いメキシ
コの田舎の町から来ます」という情報からで
はなかったのですが、日本の田舎の夏の雰囲
気「日本の夏、金鳥の夏」を味わってもらう
べく、マリアには暑い思いをさせたかと思い
ます。送別会のあの日、玉屋で買った国宝級
（？）の扇子をプレゼントに持たせました
（うちわはあんまりかと思いまして）。
田中丸様には大変お世話になりました。娘、
咲は8月1日帰国予定です。

佐世保中央RC 野村　和義君
本日は中央RCの副幹事として職場訪問の

つもりでやって参りました。どうかお手柔
らかにお願い致します。決して先日の石盛
の月例杯の優勝を自慢しに来た訳ではあり
ません。

円田　浩司君、遠田　公夫君
佐世保中央RC 野村副幹事のご来訪を心か

ら歓迎します。この度は、石盛月例年齢別ク
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 16,000円

累　　計 80,000円

◇

慶　　　祝

ロータリー3分間情報
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■職業奉仕委員会
委員長　橘F 克和君

※詳しくは2006-2007年度活動報
告書をご覧ください。

■新世代
担当理事　増本　一也君

※詳しくは2006-2007年度活動報
告書をご覧ください。

■国際奉仕委員会
委員長　長島　　正君

※詳しくは2006-2007年度活動報
告書をご覧ください。

■会計　　　　井手　孝邦君
収支決算、佐世保ロータリー

クラブ特別会計、収支予算等に
ついて説明がなされました。

（4）

（今週の担当　隈元　勝則）

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

卓話のテーマの一つが、持論の「日本人の
独創性」です。「共通一次試験向けの暗記一
辺倒の戦後教育が独創性をなくさせてしまっ
た。暗記による一定の質の教育水準は、戦後
の生産性の向上には役立ったが、過去の学問
を疑わないから独創性が育たない。暗算で頭
を鍛える時期の小学生に電卓などとんでもな
い。パソコンも大学生の就職前まで使わせる
べきではありません。」
大学生相手に「ゆとりの教育」の後始末を
しなければならなくなっていると、大学教育
の現場から文部科学省の教育行政を手厳しく
批判されておられます。
それから「ガン診断技術への挑戦」という
ことで、今チームで取り組んでいるのは、体
内のがん細胞を発見するプロジェクト。これ
が実現すれば、物質を通り抜けるが人体に無
害という特性を生かしてテラヘルツ波（電波
と光波の中間の周波数帯）を体外から当てる
だけで済むため、現在組織を採取して顕微鏡
で検査をするため数日かかっている診断が、
わずか15分でできるという画期的なものにな
るそうです。
以上、7月号のご紹介をいたしました。

今年度の雑誌委員会のロータリー3分間情
報は、坂田邦壽さんと山下尚登さん、それか
ら平成17年度以降入会の新会員の皆さんで務
めますので、どうぞよろしくお願い致します。

＊次週例会予告＊

卓話　「インド洋で考えたこと」

海上自衛隊第6護衛隊司令

1等海佐　大津　雅紀様

会員名簿不備についてのお詫びとお願い
会員名簿の一部に製本の不具合がありまし

た。ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し
あげます。お手数ですが、今回または次回の例
会時に一度回収させていただき、検品・修正を
致しますので、ご協力をお願いいたします。

㈲SK-iコーポレーション　中村　徳裕


