
会長　中島　祥一君
毎日約1分ずつ位、日の出が早く、日の入

りが遅くなっています。
いつの間にかあの甲高い百舌の声が消え、

目白の影がちらほら、蝋梅の甘い香りが春を
呼んでいるようです。暖冬で冬物がぜんぜん
売れないと糸偏の人たちはこぼしています。

蘆日銀が0.5％金利の値上げを決定しそうです。
蘆本日は、阪神淡路大震災から12年経ちまし
た。6,434名が亡くなっています。
蘆ロシアがイランに武器供与を行っている。
チャーチル元英国首相は「ロシアは闇また
闇」といっています。米国との関係はどう
なるのでしょう。

我々日本人は、ただただ見守るのみなので
しょうか。日本人の美意識（穢

けが

れに敏感な道
徳意識）からすると、なんとなく胸騒ぎのす
る時期です。本日は、第２回目のクラブ協議
会です。よろしくお願いします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保南RC 柳田　昌洋君

乙成　敏文君
圓田　　治君
直江　弘明君

佐世保西RC 西浦　隆洋君
○ゲスト
地区交換学生　侍

シ

依
イ

仁
ジャン

さん

紹介　山縣　義道君

氏　名：幸良
こ う ら

秋夫君
勤務先：佐世保公証人役場　公証人　
カウンセラー：松本　英介君
委員会配属：親睦活動委員会、出席委員会
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幹事　富永　雅弘君

１．RI事務総長 エド・フタ（布田）君
ロータリー財団2005-2006年度 年次報告書

２．国際ロータリー
Rotarian 誌

３．RI第2740地区ガバナー 田口　　厚君
会計長 山田　耕一君
2006-2007年度地区資金等（後期分）送金の
お願い

４．RYLA地区委員長 岡部　景光君
第28回RYLAホストクラブ

唐津中央RC 会長　水田　影男君
実行委員長 中山　和義君
日　時／平成19年4月8日豸 9:00～18:00
会　場／唐津ロイヤルホテル
登録料／ロータリアン2,000円

青少年1,000円
クラブ負担金　1クラブ30,000円

参加者／青少年3名以上
ロータリアン3名以上

５．第2580地区ガバナー
大会会長　小澤　秀瑛君

大会実行委員長 町田　宗俊君
日本ロータリー親睦ゴルフ大会　第18回沖
縄大会のご案内
大会日時／平成19年3月12日豺

午前8時スタート
大会会場／琉球ゴルフ倶楽部
登録料／15,000円

（賞品代、懇親会費、通信費他）
ご夫婦ペア参加27,000円

プレー費／14,800円

６．名誉会員　佐世保米国海軍佐世保基地
ティルマン・ペイン司令官

忘年家族会ご招待へのお礼状

７．ＩＭへの出席依頼
日　時／平成19年2月24日貍 13:00～
会　場／松浦市文化会館
出席義務：理事及び入会3年未満の会員

※貸し切りバスの運行を予定しています。
多くの会員の皆様のご出席をお願いします。

■青少年活動委員会 委員長　三浦桂一郎君
去る1月12日貊、12時50分から佐世保学園

（体育館）にて、3名の学園生の「成人式」が
2部構成で、1部は記念式典、2部は記念コン
サートが執り行われました。
尚、参加者は、当クラブから中島会長と担
当委員会委員長の2名と関係者を含め100名前
後でした。

■国際青少年計画委員会
委員長　加納洋二郎君

現在、芹野会員の所にステイしておりま
す侍

シ

依
イ

仁
ジャン

さんが、去る1月14日豸、アルカス
SASEBOにて開催されました、佐世保姉妹
都市協会主催による弁論大会に出場致しま
した。
この大会は、日本語の部と英語の部にわか
れており、侍依仁さんは、日本語の部に出
場しました。テーマは“異文化の生活の中で
暮らしてみて”でした。見事特別賞を受賞し
ました。来日して5ヵ月足らずですが、既に
本人は原稿自体を日本語で下書きしており、
これまでの留学生よりも習得度合いはかなり
早いと思われます。並行して実践練習も必要
でありますので、皆さんも積極的に交流を持
って頂き、その機
会を設けて頂けれ
ばと思います。ご
協力をお願い致し
ます。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
○今月の誕生祝い

藤井　　隆君（1日）
大神　邦明君（1日）
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下田　弥吉君（3日）
古賀　　巖君（3日）
芹野　隆英君（3日）
千住　雅博君（5日）
小川　　洋君（6日）
辻　　昌宏君（11日）
石井　正剛君（11日）
円田　浩司君（12日）
長富　正博君（18日）
闍橋　章文君（19日）
山下　尚登君（24日）
黒木　政純君（27日）
佐々木秀也君（29日）
山下　　登君（31日）

例会委員会　委員長　米倉洋一郎君

佐世保南RC 圓田　　治君
新年あけましておめでとうございます（遅
くなりましたが）。今年もよろしくお願いし
ます。

佐世保西RC 西浦　隆洋 君
明けましておめでとうございます。久しぶ
りに出席させていただきます。よろしくお願
い致します。

中島　祥一会長、富永　雅弘幹事
山縣　義道君、福田　金治君
F田　俊夫君
幸良　秋夫さんの入会を歓迎します。

岡　　英樹君
長女と次女が女の子を出産して、孫が3人

となり、我が家は大変賑やかになりました。

中川内眞三君
この度弊社は、環境マネージメントシステ

ムISO 14001を取得致しました。

芹野　隆英君
侍 依 仁さんのホストファミリーをしてい
る芹野です。お正月は侍 依 仁さんに振り袖

を着てもらいました。
とても美しかったので
ニコニコで報告させて
もらいます。差し支え
なければ週報に晴れ着
姿を掲載させていただ
きたいと思います。み
なさん楽しみにしてい
てください。

芹野　隆英君、山下　尚登君
下田　弥吉君、円田　浩司君
石井　正剛君、黒木　政純君
小川　　洋君、古賀　　巖君
長富　正博君
誕生祝いありがとうございます。

雑誌委員会　溝口　尚則君
「ポリオ撲滅運動への貢献」

ミア・ファローという女優さんをご存知で
しょうか。「ローズマリーの赤ちゃん」とい
うハリウッド映画にかなり昔に出演していま
した。彼女は9歳の時にポリオに罹患して苦
しい闘病生活を送っています。そのこともあ
って、ユニセフの親善大使に任命されてポリ
オ撲滅運動を推し進めているようです。これ
にロータリークラブは1985年より「ポリオプ
ラス計画」として20年間援助を行いました。
2005年までに総額50億ドルという、かなり多
額の援助を行いました。このことにより、ア
フリカや中近東の途上国でのポリオの罹患率
は低下し、世界の子どもの健康維持に随分貢
献しました。今後もこのような活動はロータ
リーのライフワークとして大切にしていかな
ければならない活動と思われます。
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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 568,000円

◇

ロータリー3分間情報



■社会奉仕委員会 委員長　飯田　満治君

○地域発展委員会

委員長　　坂田　慎吾
副委員長　藤井　　隆
委員　　　闍橋　章文、副島　正義

【上期事業報告】

１．平成18年7月17日（海の日）、西海パール
シー周辺にて「ビーチクリーンアップ」に7
名で参加し、国立公園の美化に励んだ。

２．平成18年11月22日貉、例会にて卓話を開
催した。
卓話者：佐世保市環境部環境保全課

環境計画係長　大谷　政輝様
卓話題：『身近な地球温暖化対策と佐世保

の自然』

○人間尊重委員会

委員長　　千住　雅博
副委員長　古原　　進
委員　　　武井　洋一

【上期事業報告】

佐世保市心身障害児・心身障害者育成協議
会の平成18年度の心身障害児（者）育成及び特
別支援教育推進を援助する目的で、本協議会
への入会を会員各位へ奨励しました。

【下期事業計画】

１．佐世保市内8ロータリークラブの共同事
業として、障害者雇用優良事業所の選出及
び優良勤労障害者の選出、ならびにその表
彰を実施する。平成18年度の幹事クラブは
佐世保北ロータリークラブです。

２．人間尊重に関する卓話を企画する。

■国際奉仕委員会　委員長　長島　　正君

○財団奨学・米山委員会

委員長　　川冨　正弘
副委員長　山下　尚登
委員　　　立石　徳雄、東　陽三郎

【上期事業報告】

１．ロータリー財団や米山奨学会に関する卓
話を検討したが、諸般の事情により前期は
見合わせ、後期に予定したい。

２．ロータリー財団・米山奨学会への寄付の
実績
盧ロータリー財団
①7月10日 中島　祥一君　＄1,000
②7月28日 長島　　正君　＄1,000
③11月1日 山下　尚登君　＄1,000
盪米山記念奨学会
①7月10日 中島　祥一君　￥100,000
② 8月3日 川冨　正弘君　￥100,000
③11月29日 大神　邦明君　￥100,000
蘯友愛基金
①8月23日 中川内眞三君

【下期事業計画】

１．ロータリー財団や米山奨学会へのご理解
をいただくべく、例会などを通じて皆様へ
の卓話を開催し、資料等も配布する。

２．ロータリー財団・米山奨学会への寄付を
目標額を設定し募る。

３．上期に検討できなかった、ロータリー財
団提唱の「毎年あなたも1,000ドルを」の
実施を検討する。

○世界社会奉仕委員会

委員長　　田中丸善弥
副委員長　芹野　隆英
委員　　　山下　　登、金氏嘉一郎
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【上期事業報告】

去る、11月16日～11月19日、台南RCを訪
問しました。佐世保 ― 台南ロータリークラブ
姉妹クラブ締結同意書に調印を致しました。
両クラブの友好関係は、13回36年間にわたり
ます。先輩諸氏の築かれたこの相互交流の重
みを改めて確認できましたことを報告いたし
ます。

尚、今回は中島会長のご許可を得て、台北
にて僅か3ヵ月でも目を見張るように現地に
溶け込んでいる交換学生の松永夕加さんと、
そして来日交換学生の侍

シ

依
イ

仁
ジャン

さんのご両親
ともお目にかかり、会食を共にいたし、意義
ある国際交流もできました。ご両親からは佐
世保のメンバーの皆様へくれぐれも宜しくお
伝えくださいとのことでした。

【下期事業計画】

ラホヤRC60周年記念式典が、平成19年4月
14日に挙行されます。両クラブの姉妹締結の
更新も併せて行うべく訪問団を結成致しま
す。引き続き皆様のご指導とご協力をお願い
致します。

○国際青少年計画委員会

委員長　　加納洋二郎
副委員長　闍口　純一
委員　　　芹野　隆英、松尾　文隆

【上期事業報告】

8月21日豺
交換学生　松永夕加さん　台北へ出発
8月22日貂
交換学生　侍依仁さん　福岡到着
福田会員、加納会員及びファミリー出迎え

受け入れ交換学生 侍 依 仁さん、派遣交換
学生 松永夕加さんの活動支援を行いました。
交換学生 侍 依 仁さんは、日常生活におい
て特に問題は見受けられません。勉学に熱心
であり日本語の習得においてもかなり上達し

ております。ただし、日本語会話において消
極的な面があるので、より会話の機会を与え
ていければと考えます。

【下期事業計画】

受け入れ交換学生　侍 依 仁さん、派遣交
換学生　松永夕加さんの活動支援。
上期、下期を通じて大変重要な活動が継続
していく委員会であり、3委員が連携をとり
ながら最後まで気をゆるめる事なく、活動を
進めてまいりますので、皆様方のご支援とご
協力をお願い致します。

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

■新世代　担当理事　増本　一也君

○インターアクト委員会

委員長　　中村　徳裕
副委員長　小川　　洋
委員　　　吉松　哲範

【上期事業報告】

西海学園高校のインターアクトクラブのメ
ンバーは現在2年生2名、1年生3名の計5名が
入会しておりますが、全員が全くインターア
クトクラブの活動に未経験のメンバーなの
で、顧問の山田先生と相談の上、年次大会へ
の参加は今回見送らせています。現在は、英
会話学習活動をスタートさせ継続致しており
ます。

【下期事業計画】

・RYLAへの参加
・他インターアクトクラブとの交流（聖和女
子学院高等学校＆キングスクール）
・会員定着と増強の為の方策として、登録制
（生徒会）の導入を検討中。
・老人ホームの訪問：大和町「清風園」を1
月下旬に実施予定
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（今週の担当　古賀　　巖）

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

○ローターアクト委員会

委員長　　新穂　博文
副委員長　石井　正剛
委員　　　有薗　良太、黒木　政純

【上期事業報告】

・佐世保RAC、長崎国際大学RAC合同
7月30日 新旧役員交代式
10月 1日 バザー
10月14日 公式訪問例会

・佐世保RAC
平成18年12月21日（最終例会：第888回）
37年の歴史に幕を閉じる

・長崎国際大学RAC
8月6日 早岐瀬戸いかだレースのお手伝い
11月3日 島原の太陽寮（親と一緒に住め

ない子ども達の住む家）の子ど
も達とピクニック

11月19日 地区スポーツ懇親会のホスト

【下期事業計画】

佐世保RACは平成18年12月31日をもって37
年の活動を休止し、解散の手続きを実施して
おります。
長崎国際大学RACの活動は、地区の要請も
あって環境問題への取り組みを視野に入れた
ボランティア活動や清掃活動、又学校周辺に
花を咲かせる運動に取り組む予定です。

○青少年活動委員会

委員長　　三浦桂一郎
副委員長　下田　弥吉
委員　　　田川　邦男

【上期事業報告】

7月7日 佐世保学園「意見発表会」
中島会長ほか5名参加

【下期事業計画】

1月　佐世保学園「成人式」参加予定
（1月12日貊実施済）

4月　RYLAに参加予定

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―

■会計　井手　孝邦君
特別会計上期決算書、一般会計上半期決算
書をもとに説明

＊次回例会予告＊

海上自衛隊　佐世保地方総監部
佐世保地方総監　　　香田　洋二様
「自衛隊統合運用に思う」


