
会長　中島　祥一君
春の嵐が大いに暴れまくり大きな寒の戻り

になりました。それでも、毎日太陽は高くな
り日脚も長くなってきたようです。春特有の
ぼんやりとした山肌が新鮮です。
「鶯のけさおとづるる声聞きてはじめて春の
心地こそすれ」
樋口一葉は、人の世はせせらぎだけでなく、

臓腑の悪臭をも隠し持つ人間の醜さを、まざ
まざと我裡に見る。どちらに比重をかけるか
は、ひとそれぞれであろう。つくづく思う。
人生を広くするのも深くするのも自分自身な
のだと。一日を重くも軽くも出来るのも、ま
た自分なのだ。
春の訪れとともになんとなく思い出される

作家です。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
NHK長崎放送局技術部視聴者技術
副部長　河井　貴志様
○ビジター
佐世保南RC 柳田　昌洋君

直江　弘明君
佐世保北RC 小西　宗十君

幹事　富永　雅弘君
１．第2740地区ガバナー 田口　　厚君

地区幹事 吉田　正和君
盧「地区新世代危機管理委員会」の設置に
ついて
①危機管理委員会の自的、経緯及び内容
について
②国際ロータリー第2740地区新世代危機
管理委員会設置要鋼（案）
③国際ロータリー第2740地区新世代危機
管理規定（案）
異議がある場合は3月19日までにガバナー
事務所へお申し出ください。
盪2006～07年度RI会長賞の「申込書」送付に
ついて
提出期限　平成19年4月2日豺

２．長崎ロータリークラブ会長 松本　慶蔵君
幹事 大久保隆生君

70周年記念実行委員長 前田　三郎君
70周年記念例会お礼状

■親睦活動委員会 委員長　F田　俊夫君
恒例の観桜例会を下記の通り開催致します

ので、皆様の多数のご出席をお願い申しあげ
ます。
日時／平成19年4月4日貉 18 :30～
場所／富士国際ホテル
会費／2,000円
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平成　00 年　00 月　00 日　　　　　　　第　0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO19 3 14 2,785 34

《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 ％

83

83

23

23

44 13 316 68.70

100.0044 16

会 長 挨 拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

委 員 会 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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自己の職業に活かし益々自分の職業を高める
事が重要と考える。その為には会員を増やす
事が必要となる。増やすには自分達がロータ
リーを楽しみ奉仕の喜びを体感しているとこ
ろを会員以外の人達に見てもらう事が重要で
す。今年度はロータリーを大いに楽しむ事を
体感してもらう様、私も何とか考えてみたい
と思っています。

藺分科会（クラブ会長の役割と責務）
パストガバナー　佐古　亮尊氏

（47年間無欠席）
１．ロータリアンは分かち合うではいかがな
ものか、奉仕団体ではなく社交団体である。
ロータリーは解り合う、分かち合うであ

りそれは内に向いてである。その事は例会
である、社交クラブとの事で軽々しくなり
やすい。だから親睦を芯から深め、その事
を基として職業の専門分野で活かし奉仕す
る事です。
社交クラブは10人10色、1業種1人、その

交わりは親睦哲学、異業種交流、アメリカ
大恐慌の時にはロータリアンの会社は潰れ
なかった。
ロータリーはその時代々々で倫理活動開

発を行って変化してきた。しかし原点に立
ち返り知る事が大切である。創設102～103
年であるがポリオ撲滅にしても30年である。

２．奉仕する事は金品だけではなく励みを与
える事も奉仕である。クラブの目標方針は
自己の考えで判断すべきである。しかし、
数値目標には極力協力すべきである。

３. ロータリーは良質な職業人が切磋琢磨され
ていくべき所、例会は正味10分～20分のわ
ずかな時であるが、大切な時である。趣味、
気の合った者同志で楽しむには意味は無い。
異業種の親睦で全会員が会の環境を創り、
親睦と奉仕を同時に活かす考えがロータリ
ーの基本である。

■PETSに参加して
次期幹事　中村　徳裕君

3月11日豸、大神会長エレクトに同行して、
初めてのPETSに出席してきました。
全体会議のあと、会長グループと幹事グル

ープに分かれて分科会が行われました。幹事
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■2740地区2007～08年会長エレクト研修セミ
ナー報告

会長エレクト　大神　邦明君
日時／平成19年3月11日豸　13:00～17:00
場所／佐賀市内ロイヤルチェスター佐賀
参加者／地区役員

現ガバナー　田口　　厚氏
ガバナーエレクト　野口　　清氏
を含み他、50名
クラブ数　57クラブ
会長、幹事　114名

計　164名

藺2007～08年度国際ロータリー会長
ウィルフリッド.  Ｊ.  ウィルキンソン氏

親愛なる朋友ロータリアンの皆さん
ロータリアンというのは、実に豊かな多様

性に満ちた人々の集まりです。さまざまな国
でさまざまな言語を話す私たちは、信仰も政
治的見解も、ひいては哲学的な信念をも異に
しています。
120万人の会員の間に共通する一本の強力な

糸が存在するとすれば、それは「分かち合い」
という名の精神でできた糸です。
ロータリアンは、広大な範囲の人道的、社

会的問題に挑むプロジェクトを効果的に遂行
するために、自らの時間や才能、専門知識、
資金を分かち合っています。また、思いやり
と熱意を分かち合い、恵まれない人々を助け、
より良い世界を築こうという決意を分かち合
っています。さらには、ロータリーを世界第
一級の奉仕団体へと発展させた比類なき奉仕
への情熱を分かち合っているのです。

藺新年度地区方針
ガバナーエレクト　野口　　清氏（56歳）
ロータリー歴　21.5年、精神科医
趣味／酒、競馬、ゴルフ

地区方針
1．ロータリーを楽しみましょう。
（是非来年6月にロサンゼルス世界大会に出
席して楽しみましょう。）
2．主役はあなたです。
3．何か１つ良い事をしましょう。

ロータリーは自分の職業を高め社会に奉仕
する事を目的としている。その為には色々な
人と知り合いになり親睦を深め、得た知識を
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中島　祥一会長、福田　金治君
F田　俊夫君
NHK長崎放送局　河井貴志様の本日の卓話

「地上デジタル放送の概要」を楽しみにしてい
ます。
安部　直樹君
3月11日はペッツで佐賀でお話をしてきまし

た。4月21日から規程審議会でシカゴに行かね
ばならなく、22日の投票日に留守します。
市長選の日で、後援会長が逃げたとあって

は男の面目が立ちません。どうぞロータリー
の仕事でアメリカに行かなければならないと
皆さん方に宣伝しておいてください。と話し
ていましたが、佐世保ロータリーの方にも宜
しくお願いします。
中村　徳裕君
私事で大変恐縮ですが、佐世保北高をこの春

卒業した長男が、先輩方が築かれた伝統と校風
の中で努力して無事、第一志望の大学に合格し
ました。又、いつもメークアップにきていただ
いている佐世保南RCの直江さんの智翔館でのご
指導が大変素晴らしかったので、奇跡がおこり
ました。ありがとうございました。
金氏嘉一郎君
明日、明後日、アルカスSASEBO 1Fで三川

内焼展示会をしております。ぜひご来場くだ
さい。無料です。
東　陽三郎君、中島　祥一君、曽我　勝宣君
井手　孝邦君、田中　信孝君
誕生祝いありがとうございます。

クラブ会報委員会　小川　　洋君

ロータリーの友14ページをご紹介いたします。

柳壇
いじめっ子　大人の世界　真似ただけ

「子供は親の背中を見て育つ」と言われてい
ます。今、日本の犯罪は有史以来で国家的な

予定者分科会では、当クラブの安部直樹パス
トガバナーの約2時間の卓話をありがたく拝聴
してきました。
卓話の最初に、「午後のよかひとときですか

ら、こっくりなさってもかまいませんよ」と、
安部パストガバナーはやさしくおっしゃいま
したが、「キーワード」をおおきな「カード」
に書いてパッパッと見せながら、テンポよく
楽しく話をなさる安部先生に、会場の幹事予
定者一同釘付けになり、私の視界にはいって
いる受講生は誰一人寝ている人はいませんで
した。
内容は「ちゃんとせんばいかんぞ！」とい

う意識を持たせていただくためのお話が中心
で、幹事はこうせんばいかんという細かな内
容より、人間性を高めるための楽しくために
なるセミナーだったと思います。
このセミナーを受けて、次年度は、今回の

安部パストガバナーのご指導、そして先輩の
皆様方のご指導をいただきながら、一生懸命
務めていきたいという覚悟が出来ました。な
にとぞよろしくお願い申しあげます。

親睦活動委員会　E富　誠也君
○今月の誕生祝い
田中　信孝君（3月3日）
中島　祥一君（3月12日）
曽我　勝宣君（3月20日）
古原　　進君（3月21日）
井手　孝邦君（3月28日）
東　陽三郎君（3月31日）
増本　一也君（3月31日）

親睦活動委員会　黒木　政純君
佐世保南RC 直江　弘明君
中村徳裕君の一人息子 太一君がみごと東京

大学文科二類に合格しました。中学時代から
コツコツと努力し、勉強とゲームを両立させ
た姿に感服します。本当におめでとうござい
ます。（直江弘明様は中村さんの息子さんが通
っていた塾の先生だそうです）
佐世保北RC 小西　宗十君
メークアップでお世話になります。どうぞ

よろしく。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 707,000円

◇

ロータリー3分間情報
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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

＊次回例会予告＊

卓話　　会員　町　　　孝君

危機です。今こそ男として父親の子育てが必
要になってきていることを痛感しております。

あなたなら　出来る筈よと　元気づけ

父親の厳しくやさしい子育ての後、この句
のようにやさしく、母親、妻がフォローをし
てくれるとさらに効果があがるのではないで
しょうか。

『地上デジタル放送の概要』

NHK長崎放送局
技術部視聴者技術
副部長　河井　貴志様

いよいよ佐世保地域でも地上デジタル放送
が始まります。これに先立ちこの度、佐世保
ロータリークラブのメンバーの方々へ地上デ
ジタル放送の概要についてお話しさせていた
だきます。

【デジタル化の流れ】
放送は、これまでラジオからテレビ、衛星

放送と新たなメディアに成長してきています。
この度は、アナログからデジタルへ大きく進
化します。放送のデジタル化は、国の政策の
もとで進めています。アナログ放送の終了時
期も定められており、2011年7月24日にアナロ
グ電波を停めることになっています。
長崎県においては、昨年12月に長崎市を中

心とする地域で地上デジタル放送が開始され
ました。佐世保地域では、4月1日からNHKの
総合と教育が開始されます。民放4局は、6月
開始に向けて準備を進めています。その後も
テレビ中継所のデジタル化を進めていき、順
次受信エリアを拡げていきます。

【地上デジタル放送の特長】
地上テレビ放送のデジタル化により、ハイ

ビジョンによる高精細な画像をはじめとした、
今までにない、便利なデータ放送、いつでも
どこでも見られるワンセグ（携帯端末、車など
の移動体受信）や、人に優しい字幕放送など多
彩なサービスを提供できるようになります。

【地上デジタル放送の受信方法】
受信の基本は、ＵＨＦアンテナとデジタル

テレビです。今お持ちのテレビがまだご利用
できる場合、デジタルチューナーを接続する
ことでも受信することができます。集合住宅
の場合は、屋上にアンテナがあり各世帯に信
号を分けています。アンテナから各世帯のテ
レビまでの間に、増幅器、分配器などの各種
機器が取り付けられています。これらの機器
が、デジタル放送に対応しているか管理会社
へお問い合わせください。また、ケーブルテ
レビで受信している方は、受信方法、サービ
ス開始時期やエリアなどについてケーブル事
業者へ直接お問い合わせください。

【将来の放送】
放送はこれまでも成長を続けてきています

が、これからも心を豊かにし、より便利に進
化していきます。たとえば、人や場所などの
キーワードを登録することで、関連する番組
を自動で録画できるサーバー型放送、高音質
で、妨害電波の影響を受けにくいデジタルラ
ジオなどの新しいメディアの検討が進められ
ています。ご期待ください。また、NHKの研
究所で研究開発されたハイビジョン（走査線
1,125本）の上をいくスーパーハイビジョン
（走査線4,000本）は、太宰府にある国立博物館
で常設展示されています。こちらもぜひご覧
いただき高画質、大画面の迫力ある映像をお
楽しみください。

このような会合で、地上デジタル放送に関
する話をする機会をいただきありがとうござ
いました。わからない点がございましたら遠
慮なくNHKまでお問い合わせください。今後
ともよろしくお願いします。

卓　　話


