
会長　中島　祥一君
省エネについて。
日本のエネルギーは石油、石炭、天然ガス、

原子力、水。
原子力を除けば石油、石炭、天然ガスの化

石燃料、そのため中東、あるいは輸入国の情
勢に常に悩まされている。化石燃料離れをし
ようとしたが、結果的には輸入する化石燃料
に依存している。
さて、化石燃料の燃料効率はというと、日

本全体で30％は役に立つが、70％は捨ててい
ます。石油から直接電気になる石油は、全体
のわずか10％に過ぎません。ガソリン自動車
はさらに惨めです。最終的に人間が移動する
のに使われるのは、ほんの数％にしかならな
いのです。
化石エネルギーは30％位しか使えない。時

には数％使えればよい。ということを頭に入
れておく必要がある。省エネ製品も増エネに
なるかもしれない。
現在使用しているもの、例えばテレビは電

気代が高くとも、新製品がいくら省エネでも
本体価格を考えれば、使えるものを使った方
が省エネになる。本当の省エネとは、今のも
のを出来るだけ長く使うことです。
でも、会社は売らなければ「会社が生き延

びることは出来ない。」「本当に省エネは買い
替えない方が環境に良いですよ。」とは言うだ

ろうか。本当に難しい世の中になりました。
省エネと環境はそれぞれ追いかけっこをしてな
かなか結果が出ないのではないでしょうか。皆
さんに探してもらうより方法はないようです。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ビジター
平塚RC（神奈川） 西村　裕子さん
佐世保北RC 鍋田　春信君
佐世保南RC 藤井　　徹君
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長崎国際大学RAC 西山　尚吾君

幹事　富永　雅弘君
１．国際ロータリー

エド・フタ（布田）事務総長
①国際ロータリー理事指名委員会からの報
告について
第4ゾーン理事指名として、台北東昇（タ
イペイ・サンライズ）RC会員 謝三連氏を
2008～2010年度のRI理事として指名
対抗候補者の提出は2007年2月15日まで
②ROTARIAN 誌　2月号

２．ロータリー日本事務局　経理室
ロータリーレートのお知らせ
2月1日より1ドル 118円（現行118円）
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長崎国際大学RAC 会長　西山　尚吾君
長崎国際大学RAC活動報告並びにご支援の

お願い

親睦活動委員会　山本　　聡君
○結婚記念月のお祝い

東　陽三郎・妙子様ご夫妻（15日）
田中丸善保・栄子様ご夫妻（19日）
池田　敏昭・和子様ご夫妻（24日）
町　　　孝・郁子様ご夫妻（30日）
米倉洋一郎・幸子様ご夫妻（31日）

親睦活動委員会　町　　　孝君

平塚RC（神奈川） 西村　裕子さん
佐世保は私のふるさとです。こちらにお邪魔

できて幸せです。よろしくお願いいたします。

梅村　良輔君
佐世保南RC藤井会員、佐世保北RC鍋田会員
のお揃いでのご来訪を歓迎いたしまして。

松尾　弘司君、F橋　章文君、田中丸善保君
辻　　昌宏君、梅村　良輔君、幸良　秋夫君
本日は私どもの為にご配慮いただき、あり

がとうございます。

中川内眞三君、玉井　　晃君、小川　　洋君
米倉洋一郎君、宮内　一郎君、森　　信正君
三浦桂一郎君、山本　　聡君、有薗　良太君
町　　　孝君、F田　俊夫君、田川　邦男君
E富　誠也君、山縣　義道君、芹野　隆英君
石井　正剛君
NTTの峯さんの卓話に期待して。

安部　直樹君
ローターアクト会長、最高のお話をしてく

れました。決してやらせではありません。今
後ともローターアクトの支援を。

藤井　　隆君
誕生祝いありがとうございました。2週休み

で遅くなりました。
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３．第2740地区ガバナー事務所
ホームページの更新のお知らせ
ロータリーの章典（日本語版）

４．米海軍佐世保基地　T.P.PAYNE 司令官
忘年家族会ご招待へのお礼状

５．西海学園高等学校 校長　荒木　則之様
卒業証書授与式について（ご案内）
日時／平成19年2月22日貅 午前10時
場所／本校記念館ホール

■会長エレクト 大神　邦明君
「国際エレクト協議会報告」

1月29日から1週間サンディエゴ
で開催されている国際エレクト協
議会でウィルキンソン会長エレク
トが講演を行いました。
ロータリーは本当は何なのか。今まで思っ

てもみなかったことが出来るのです。思って
もみない国の人を幸せにしている人を我々は
見ています。クラブは確かにニーズのある人
を助けているのです。
資質のある人はロータリアンになれるよう

に働きかけましょう。国際的にも地域的にも、
そして青少年にもロータリーは分かちあいま
しょう。我々がいかに成功しようと若い人が
居なければロータリーは衰退します。若い人
と分かちあおう。ときに思うとおりにゆかな
くても失望せずきちんと育てましょう。ワー
ズワースの“名もない愛と親切を”。分かちあ
いの愛でロータリーは成長してきたのです。
“聞く耳を持ち、心を持ち続けましょう。”
この人生は一度限りの旅路です。等閑して

はなりません。二度と皆さんには返ってこな
いのです。ロータリーに“Yes”と誓おうでは
ありませんか。最後に全員で“Yes”を3回叫
んでクラブに愛を誓いました。

2007-08年度国際ロータリーのテーマ

ROTARY  SHARES
ロータリーは分かちあいの心

慶　　　祝

委 員 会 報 告

その他の報告
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田中丸善保君、町　　　孝君、米倉洋一郎君
結婚記念月のお祝いありがとうございました。

山下　　登君（1月24日分）
誕生祝いありがとうございます。

〈追伸〉1月17日の週報の山下尚登は山下　登
であります。1月17日は山下尚登は欠席致しま
した。本日1月24日は山下尚登の誕生日であり
ます。

古賀　　巖君
先週の会報（No.26）にて会計のお名前を間

違えてしまいました。大変申し訳ございませ
んでした。二度と間違いをおこさないように
注意致します。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君

歌の時間「冬の夜」合唱

『光で暮らしとビジネスが変わる』

会員　峯　　博之君

日本の通信の歴史を振り返り見
ますと、電報サービス開始から利用のピーク
まで、約100年、固定電話は戦後から利用のピ
ークまで約50年、携帯電話は、サービス開始
から約20年、普及しだしてからは、約10年で
ピークとなっております。
これからの新たな通信手段である光による

通信のピークは、ますます早期になるものと
思われます。

NTTグループは、100年以上も続き交換機を
介した電話網にかわり、IPをベースにした、

光ファイバーを用いて構築する、世界初の試
みとして、次世代ネットワークを構築するこ
とにしています。
構築にあたっては、NTT、KDDI、松下電器
産業、ソニー、NHK 等、約40社の企業・団体
と協力して、異なるメーカー、通信事業者、
ブラットフォーム、サービス事業者間で自由
な接続を可能にするネットワークの実現に向
けて、実証実験を始めることにしています。

NTTは2010年までに、光回線を3,000万回線
までの普及を目指しており、それに対応した、
フルIPの基幹網が必要になってくること、及
び電話加入者数は、どんどん減ってくること、
等からメーカーも機器を造らなくなってきま
す。よって、今の電話網を更新し続けられる
のかどうかということで、IPネットワークに
収斂させていくしかないということです。

次世代ネットワークの構築により、たとえ
ば、「スーパーに来てから、携帯で冷蔵庫をチ
ェックできたり、ボタンひとつで孫とおしゃ
べりができたり」など、暮らしそのものが変
わってくるものと思います。そのベースとな
るのが、「光ファイバー」であります。

現在、弊社でサービス提供している「光」
の概要等について、簡単に話をさせていただ
きたいと思います。

卓　　話

＊次回例会予告＊

卓話　　　親和銀行　新名常務　

委員会タイム
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平成19年1月31日貉午前11時より亀山八幡
宮において、長寿祈願祭が開催されました。
今年、お祝いを申しあげる方々は次の通り
です。
また、午後6時30分より佐世保玉屋7階文

化ホールにおいて、長寿祝賀会が会員67名
の出席を得て、盛大に開かれました。

米寿（大正 9年生まれ） 松尾　弘司君
傘寿（昭和 3年生まれ） 闍橋　章文君

東　陽三郎君　
古希（昭和13年生まれ） 辻　　昌宏君

田中丸善保君
還暦（昭和22年生まれ） 梅村　良輔君

幸良　秋夫君
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（今週の担当　長富　正博）

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


