
会長　中島　祥一君
最近、不思議な本を読みました。葛飾北斎
が書いた「富嶽三十六景」の中に富士山を背
景に波頭が砕けている絵をご覧になったと思
います。あの波しぶきが1/5000秒のシャッタ
ーで捕らえた写真映像とそっくりなんだそう
です。江戸時代に1/5000秒を肉眼で捕らえ、
絵にした葛飾北斎という人はどんな目を持っ
ていたのでしょう。もし私に1/5000秒が見え
れば、ゴルフはシングルになっていたと思い
ます。残念ながら、クラブを振り下ろす瞬間、
目ははるかかなたを見つめ、我が理想線を描
いて飛んでるはずの球は、無念にも12～3ヤ
ード地点にころころ、最近とみにこの光景が
多くなってきたので、この葛飾北斎にはガツ
ンとやられました。ところで、ボールが、い
やクラブがボールをヒットする瞬間は何分の
1秒なんでしょうか。
本は北斎が1/5000秒の富士山を描けたのは
富士山とその瞬間お互いの中で通じ合ったか
らと言っています。私とゴルフボールは通じ
あっていないのかもしれません。しかし、佐
世保ロータリーの皆さんとは1/5000秒でもい
い、通じ合えることを確
信していますので、まだ
まだ長い残り時間よろし
くお願いします。

理事会報告
蘆指定休会日の変更
5月2日貉を4月18日貉に変更
（ラホヤRC式典訪問のため）
蘆古原　進君の出席免除申請を承認

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
国際ソロプチミスト 佐世保パール
前年度会長 川添　麗子様

○ビジター
佐世保南RC 田中丸善衛君
○ゲスト
地区交換学生 侍依仁さん（ジェニファー）

幹事　富永　雅弘君

１．台南扶輪社 会長　李　建男様
台風13号上陸　お見舞い

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　島津　久厚君

10月米山月間資料
①「米山奨学事業・豆辞典」
②2005年度事業報告書
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会 長 挨 拶

幹 事 報 告

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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③統計・資料
④寄付マニアル
⑤2005年度決算報告

３．ロータリー囲碁同好会
名誉会長　田中　　毅君

（2680地区PDG）

日本支部長　二上　達也君
（東京RC）

『第5回ロータリー全国囲碁大会』開催のお
知らせ
日　時／2006年10月29日豸

09：30 登録受付
10：00 開会式
17：00 表彰式

会　場／日本棋院会館（東京市ケ谷）
共　催／第2580、第2750地区
ホスト／東京ロータリークラブ
登録料／7,000円（昼食、賞品等含む）
締め切り／10月20日貊

４．第2740地区　ガバナー 田口　　厚君
①2008～2009年度ガバナー候補者の公表
所属クラブ／佐世保南ロータリークラブ
氏　　　名／鈴木　泰彦君
対立候補者推薦締め切り日／10月5日貅

②地区青少年交換委員会
委員長　瀬戸口智彦君

長崎くんち・原爆資料館等市内見学小旅行
開催について（ご案内）
開催日時／10月7日貍～8日豸
集合場所／JR長崎駅改札口付近
解　　散／JR長崎駅
宿泊場所／JR長崎ホテル

５．地区第5グループ
ガバナー補佐　太田　晴康君

IM開催について協議会のご案内
日時／平成18年9月27日貉　19：00
場所／サンパーク吉井
（クラブ会長・幹事招集）

６．第2740地区　
ガバナーエレクト 野口　　清君（佐賀RC）
次期地区幹事　永池　公一君（佐賀RC）
ガバナーエレクト事務所開設のご案内
開設日／2006年10月2日豺
所在地／〒840-0831  佐賀市松原1-2-35

佐賀商工会館B1F
TEL 0952-23-1828・FAX 0952-22-7121

７．会員　武井　洋一君
退院報告とお礼状

■世界社会奉仕委員会
委員長　田中丸善弥君

ラホヤRC創立60周年記念式典・姉妹締結更新

の訪問ご案内

ラホヤRCが来年4月に輝かしい60周年を迎
えられることとなりました。姉妹クラブ締結
更新も併せて参っております。
会員各位、奥様、ご家族、そしてローター
アクトの皆様も含め、主旨ご理解の上、こぞ
ってのご参加をお願い申しあげます。
日　程／平成19年4月12日貅～4月18日貉

6泊7日（機中1泊）
訪問先／ラホヤ（サンディエゴ近郊）
お申し込み方法／別紙にて事務局までお申
し込みください。
※旅費、行程につきましては別紙見積書、
行程表をご参照ください。
※参加者には改めて詳細をご案内いたし
ます。

■ローターアクト委員会
委員長　新穂　博文君

佐世保・長崎国際大学ローターアクトクラブ

合同地区代表公式訪問例会のご案内

日　時／平成18年10月14日貍
登録開始／12:00 点鐘／12:30
場　所／長崎国際大学 教室R305
登録料／500円
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ソロプチミストの認知度を表す逸話として
は、プロミスと間違われたり、宗教団体と間
違われたりと笑えないような話があります。
佐世保には「国際ソロプチミスト佐世保

― 30年前から活動」と「国際ソロプチミス
ト佐世保パール― 15年前から活動」の2つが
あります。

15周年の記念誌ができました。2001年度か
ら2005年度まで社会奉仕活動等を紹介してお
ります。クラブに1部進呈しておりますので、
是非時間を見つけてご一読ください。
国際ソロプチミスト入会前と異なり、テ

レビを見てもいろいろなことを考えるよう
になったり、主婦業だけでは友人になれな
いような方と友人になれるなど、プラスの
面が多かったので、皆様の奥様にも入会を
お勧めします。

【国際ソロプチミストについて】

1921年、多種多様な職業分野で活躍する80
人の女性が、持てる能力と実行力を“社会へ
の奉仕”に捧げるために集まり、カリフォル
ニア州オークランドに初めてのソロプチミス
トクラブが結成されました。
85年後の現在ではアメリカ、ヨーロッパ、

グレートブリテン・アンド・アイルランド、
サウスウエスト・パシフィックの4連盟に発
展し、125カ国 3,166クラブ約90,000人の会員
がいます。
日本で最初のクラブが東京に誕生したのは
1960年でした。その後、550クラブ約15,000
人の会員が在籍し、地域のニーズに合った活
動を推進できるよう、東・西・南・北・中央の
5リジョンに分かれ、奉仕プログラムを展開
しています。日本のソロプチミストはアメリ
カ連盟に所属し、18カ国（アルゼンチン、ボ
リビア、ブラジル、カナダ、チリ、エクアド
ル、グアム、日本、韓国、メキシコ、パナマ、
パラグアイ、ペルー、フィリピン、プエルト
リコ、台湾、アメリカ合衆国、ベネズエラ）

1,447クラブ約42,000人の会員が、実業界で活
躍する女性・専門職に従事する女性の国際的
なボランティア組織として、またECOSOC
の総合諮問資格をもつNGOとして、地域社
会と世界中で「女性と女児の生活を向上させ
る」為のプロジェクトに時間と財政支援を堤
供しています。

『取り組み』

○国際プロジェクト　2003～2007年国際4
年期
プロジェクトインディペンデンス「戦禍を
生き抜いた女性の自活支援」
ボスニア、アフガニスタン、ルワンダの女
性たちに、戦禍や内乱を生き抜いた後の人生
を再建する為の手段や技能を提供します。

○奉仕プロジェクト
12月10日会長アピール：国連が定める「世
界人権デー」のこの日、世界中のソロプチミ
ストは、国際会長が選んだ世界の最も貧しい
女性と女児を援助するプロジェクトに、小さ
な犠牲を払って貯めたお金を寄付して、この
特別な日を称えます。
2006年度は、パキスタンにおける女子教育
プロジェクトを予定

○主要プロジェクト：「女性に機会を与え
る賞」
さらに教育や訓練を受けることによって、

経済的な地位を高めることを目指している女
性たちに、助成金を授与しています。
1972年以来、このプログラムでは、家族の
主たる稼ぎ手として、職に就いたり、復職し
なければならない22,500人以上の女性たち
に、約1,500万ドルの賞金を授与

○難民救済（寄付先）
国連難民高等弁務官事務局「スーダン難

民・ソマリア難民・スマトラ沖地震」
国連人間住居センター「ハビタット」
まちづくり復興支援基金・帰還民の女性に
教育の機会を
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ロータリー情報委員会　松本　英介君

「ロータリーに入会した頃の

食事の話」

ロータリーの例会は基本的に
会食がスケジュールに組み込ま
れています。しかしながら、これまで会食に
関する諭評や記述をみたことがありません。
現在の佐世保クラブのスタイルは、経済性、
利便性の妥協の産物と思いますが、なかなか
上手い方法だと思います。あるクラブでは例
会から食事をはずしているところがあるよう
ですが、そのようなクラブがどのようになっ
たのかはよく知りません。何れが良いかとい
うことはないが、私が入会したころの食事は、
洋食スタイルでフルコースでした。
テーブルの上にはフラワーバスケットや一
輪差しがあり、パン等がおいてありました。
バターやママレード、ジュース、水とジュー
スのグラスが用意され、オードブル、スープ
の順にすすんでいきますので、スプーン、フ
ォーク、ナイフがたくさん用意されていまし
た。最後にデザートはコーヒーにケーキ、フ
ルーツが、時にはアイスクリームが用意され
ていました。
サービスは現在、せいぜい2人の方が配膳

を担当されていますが、当時は10人以上の人
がめまぐるしくサービスをされていました。
ゆったりした時間で食事をし、著名な方と会
食をすることがステータスと感じ、一業種一
代表ということで選ばれた者としての責務と
自覚が生まれたように思います。
一月に1回、軽食の日がもたれていて、麺
類（うどんかそば）を食べて、その差額を奉
仕活動にあてることにしていました。主旨に
は皆さん賛同されましたが、若い方にとって
はつらいところがあったようで、1階でサン
ドなどを購入されてこっそり召し上がった
り、例会の帰りにハシゴをされることもあり
ました。

情報委員会としては新しいことを紹介する
のが筋だと思いますが、今日は昔の話を紹介
させていただきました。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君

歌の時間「里の秋」合唱

卓話者の紹介　外間　雅広君
本日卓話をお願いしています川添麗子様
・略歴　　①主婦歴　　　　　　28年

②ソロプチミスト歴　13年
・趣味　　①木彫り

②音楽鑑賞
③夫

という方です。

『THE  BEST FOR  WOMEN』

国際ソロプチミスト
佐世保パール
前年度会長 川添　麗子様

卓話は本日がデビュー戦ですが、昨年アメ
リカで表彰を受けたこともあり、会員増強の
ためと思い頑張ります。
今年も第9回目（11年目になります）のゴル
フ大会を実施しますので、皆様のご参加よろ
しくお願い申しあげます。
ソロプチミストとしても講演会、音楽鑑賞
会などといろいろやってきましたが、一番儲
かるのがゴルフです。
佐世保ロータリークラブの皆様には、第1

回目から毎年5～6組の参加をいただくなど、
大変お世話になっておりますことを感謝申し
あげますとともに、今年度も何とぞよろしく
お願い申しあげます。

卓　　話

委員会タイム

ロータリー3分間情報



2005-2006年度地区交換学生
マリア・ファロミル・橋本さんの作品紹介

親睦活動委員会　有薗　良太君
○結婚記念月のお祝い

下田　弥吉・律子　様ご夫妻
中村　徳裕・真理子様ご夫妻
金氏嘉一郎・葉子　様ご夫妻
黒木　政純・結花　様ご夫妻

親睦活動委員会　山本　　聡君

国際ソロプチミスト 佐世保パール
前年度会長　川添　麗子様
本日は大変お世話になります。奥様方のご
入会を心よりお待ち申しあげます。よろしく
ご協力お願いいたします。貴クラブの今後
益々のご繁栄をお祈り申しあげます。

佐世保南RC 田中丸善衛君
久々にメイクアップにうかがいました。円

田副会長、富永幹事を従えて、中島会長もご
苦労が多いと思いますが、健康に留意され、
頑張って頂くよう祈念し、ニコニコします。

中島　祥一会長、富永　雅弘幹事
外間　雅広君、 千住　雅博君
安部　直樹君、 森　　信正君
福田　金治君、 梅村　良輔君
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長島　　正君
国際ソロプチミスト 佐世保パール前会長

川添麗子さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

遠田　公夫君
川添様歓迎一句
「俺ととは、1泊旅行が関の山、

ソロプチ旅行は3泊4日」
というくらい妻がソロプチミストを楽しんで
おり、亭主としては大変助かっております。
毎回元気をもらってきてます。

ソロプチ応援団　男代表

中川内眞三君
連日、テレビで名前を呼ばれています。同
じ昭和29年9月生まれで、名前も「しんぞう」。
なぜか不思議に総理大臣に親しみを覚えま
す。ちなみに、3役の幹事長と政調会長の苗
字は「中川」さんです。『美しい国を造りま
す』中川内眞三

なかがわちしんぞう

です。

三浦桂一郎君
10月14日、富士国際ホテルで「証券投資の
日」として講演することになりました。ご都
合がよければ出席お願いします。

中村　徳裕君、黒木　政純君
結婚記念月のお祝いありがとうございま

した。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 20,000円

累　　計 280,000円

◇

その他の報告

慶　　　祝
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（今週の担当　町　　　孝）

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

＊次回例会予告＊

卓話　米山奨学生　金
キム

斗卿
トウキョン

様

○ドメスティック・ヴァイオレンスプロジェ
クト
DV終結にむけてのソロプチミスト職場キ

ャンペーンの実施
11月25日「女性に対する暴力撤廃の国際デ
ー」街頭キャンペーンの実施
ホットラインカードの配布

○災害救援基金
自然災害または戦争行為による打撃を受け
た地域で、女性が人生を再建するのを助けて
いる様々な組織への寄付
緊急時の女性の医療を助けるために国連人
口基金への寄付

○法整備に向けた活動
女性差別撤廃条約を支持する事により、地
域や国での公平賃金を提唱する

○顕彰プログラム
女性に機会を与える賞：成人女性
ヴァイオレット・リチャードソン賞：14歳～
17歳の女子
女性のために変化をもたらす賞：成人女性

○スポンサーしている組織（奉仕精神の育成
を目的とする）
Sクラブ：中学生・高校生
シグマソサエティ：大学生

○ユースフォーラム
明日の指導者として青少年が将来の重要

な役割を果たせるように、その能力を開発
し、指導力を育成する機会や経験の場を提
供します。

優秀な若者たちが一堂に会して、現代の
諸問題について討論を交わし、解決策を見
出し相互理解を深める教育的文化的交流の
集いです。
16歳～19歳を対象として2年期に1回開催。


