
２．地区ガバナー 野口　　清君
第2650地区ガバナー 橋本　長平君
ロータリー情報マニュアル編集委員長

渕上　勝夫君
改訂版「ロータリー情報マニュアル」購読
について
1冊　2,000円　A5版　約700ページ

３．地区大会実行委員長 指山　弘養君
地区大会講演会・寄席の一般向け整理券配
布のお知らせ
五木寛之氏　講演会
11月17日貍 16:15～17:30
佐賀市文化会館　大ホール
ロータリー寄席
11月18日豸　10:45～12:15
佐賀市文化会館　中ホール

（ご希望の方はクラブ事務局までご連絡く
ださい。）

４．佐世保南ロータリークラブ
幹事　中村　文昭君

「クラブ現況、活動計画書・前年度活動実績
報告書」の送付

（1）

副会長　梅村　良輔君
本日、大神会長は「グルメの

旅」の出張の為に欠席です。今
頃美味しいイタリア料理を食さ
れていると思います。
和泉南RCの泉谷　孝治君がお昼に例会場

に来られ、バナーを置いていかれました。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
アサヒビール㈱長崎支店支店長
西側　正英様

幹事　中村　徳裕 君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄 君
事務局長　坂下　博康 君

「米山学友の消息を尋ねる運動」にご協力
ください！
～“学友の今”を掘り起こし、寄付の成
果を見いだそう～

佐世保RCのお世話　台湾3名、マレーシア
2名、中国1名

会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

会　長蘆大神　邦明　　　幹　事蘆中村　徳裕 

事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 

例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181

佐世保ロータリークラブ 
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■米山奨学会　カウンセラー 森　　信正君
昨日、林欣儀奨学生の出張卓

話で神埼RCの例会にパワーポイ
ント持参で出席してきました。
会員数32名で出席者は10数名で
少し寂しい気もしましたが、本
人の卓話は2回目なので、落ち着きと時間調
整はうまくいったようです。
吉野ヶ里商工会館で、厨房のある会場では
ないので、昼食はモスバーガーからのハンバ
ーガーの出前でした。
11月21日の例会に北RCの深町会員がカウ

ンセラーをしている林さんと同じ台湾出身の
辜筱筑（コショウチク）さんが決定しました。

■ローターアクト委員会
委員長　福田　金治君

長崎国際大学RAC11月例会日の
お知らせ

日時／平成19年11月 5日豺
�　12:10～13:00
平成19年11月12日豺 12:10～13:00
平成19年11月19日豺 12:10～13:00
平成19年11月26日豺 12:10～13:00

場所／長崎国際大学
登録料／不要（昼食無）
メークアップ／ロータリークラブ欠席のメー

クアップになります。

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君

○結婚記念月のお祝い

井上　斉爾・三穂　様ご夫妻（1日）
西村正一郎・美佐子様ご夫妻（1日）
田川　邦男・優子　様ご夫妻（3日）
古賀　　巖・良子　様ご夫妻（6日）
佐保　　榮・三枝子様ご夫妻（10日）
山下　　登・英子　様ご夫妻（12日）

小川　　洋・久民子様ご夫妻（18日）
有薗　良太・香津美様ご夫妻（21日）
児玉　孝雄・美和子様ご夫妻（22日）
佐々木秀也・美智子様ご夫妻（23日）

親睦活動委員会　E富　誠也君

大神　邦明会長
アサヒビール㈱長崎支店 支店長 西側正英
様の卓話に感謝してニコニコします。
本年度の特に思いを込めて企画した夜例会
に貴重なお時間を頂きありがとうございま
す。大変申し訳ありませんが旅行にて不在し、
直接お礼を申しあげることがかないません。
何卒よろしくお願いいたします。

梅村　良輔副会長、中村　徳裕幹事
西村正一郎SAA、田中丸善弥君
有薗　良太君、下田　弥吉君
遠田　公夫君、飯田　満治君
出田　研吾君
アサヒビール㈱長崎支店 支店長 西側正英
様の卓話に期待してニコニコします。本日は、
ご多用の中、当クラブの為にお話いただき、
又、新製品の試飲提供のご配慮を頂き、誠に
ありがとうございます。

遠田　公夫君、古賀　　巖君
中村　徳裕君、武田喜一郎君
いよいよ今週金曜日より3日間、10周年を

迎えたYOSAKOIが始まります。本日卓話の
アサヒビールさんも大型スポンサーをして頂
いております。他、当ロータリーの多くの皆
様にもご支援、感謝致します。ご夫婦、ご家
族でお越しください。

山縣　義道君
梅村良輔副会長の会長代行ご苦労様です。

この次は会長の本番に期待して。

E富　誠也君
先週のニコニコボックスでお知らせしまし
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ニコニコボックス

慶　　　祝

委 員 会 報 告



た「相浦発電所オープンデー」につきまして
は、ご案内の通り10月21日豸開催しました。
好天に恵まれ700人を超えるお客様にご来場
頂きました。心から感謝申しあげます。当日
の売り上げにつきましては例年通り、全て佐
世保市に寄付させていただきます。
別件ですが、長崎県の主催で「石油コンビ
ナート等防災訓練」が次の通り相浦発電所で
開催されますのでお知らせいたします。
海上と陸上で訓練があり、ヘリや消防車、

巡視艇など多数参加します。あくまでも訓練
です。火事ではありませんので宜しくお願い
します。
日時／10月30日貂 8:45～12:30
訓練実施機関／長崎県、佐世保市、陸上自
衛隊、海上自衛隊、海上保安部、相浦警察
署、市消防局、消防団、相浦発電所など

西村正一郎君、古賀　　巖君
佐保　　榮君、小川　　洋君
有薗　良太君、児玉　孝雄君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

F田　俊夫君
「会員資格を失わない

最低限度の出席」

クラブ定款で会員資格を失わ
ない為の最低限度の出席は次の
ように記載されています。
（1）上期、下期ともメークアップを含む例会

出席率が50％以上
（2）上期、下期ともホームクラブ出席率30％

以上
（3）連続して例会を4回以上欠席しないこと
上記3項目の出席が不可能の時は、次の条

件に合う会員は、理事会に申請し、理事会の
承認があれば、会員資格を失うことはありま
せん。
①年齢と在籍年数の合計が85年以上の方
②理事会承認の条件と事態に従った欠席の
方で、正当かつ十分な理由にて欠席届を出さ
れた方

井手　孝邦君

「旅愁」合唱

「今夜のビールのつまみに～ビール雑学～」

アサヒビール㈱長崎支店
支店長　西側　正英様

【スーパードライ20周年】

おかげさまで、弊社の主力商品「スーパー
ドライ」は、本年3月17日、発売20周年を迎
えました。
まずは、長年ご愛飲・ご支援いただきまし
た皆様へ、心から感謝申しあげます。
あらためて、発売当時の原点に戻り、さら
なる「お客様満足の追求」に全社員で挑戦し

（3）

ニコニコボックス 本日合計 22,000円

累　　計 361,000円

◇

ロータリー3分間情報

卓　　話

歌 の 時 間



＊次回例会予告＊

卓話　　会員　溝口　尚則君

（4）

（今週の担当　溝口　尚則）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

ていきたいと考えております。

【国内事業】

アサヒビールグループの事業の概要を簡単
にご紹介します。
まず、国内酒類事業ですが、「スーパード

ライ」を柱としたビール・発泡酒・新ジャン
ルを中心に、低アルコール飲料・焼酎・洋
酒・ワインの製造・販売を行っています。

飲料事業では、「ワンダ」「三ツ矢サイダー」
「十六茶」を擁するアサヒ飲料社を中心に展
開しております。
食品薬品事業では、アサヒフードアンドヘ
ルスケア社を中心に、ビール酵母を使用した
「エビオス」錠、口中清涼剤の「ミンティア」
などを扱っております。
その他、物流・外食事業など展開しており
ます。

【おわりに】

以上、雑駁なお話で恐縮でございますが、
「スーパードライ」のつまみとして話題にし
ていただければ、よりおいしく・より楽しく
お飲みいただけるのではないかと思います。
今後のご愛飲をお願いしまして、お話を終
わらせていただきます。ありがとうございま
した。

最後になりますが、たかがビール、されど
ビールとよく言われますが、様々なシチュエ
ーションで多くの方々にビールは飲まれてい
ます。ビールとは人と人との関係を深める潤
滑油（役割を果たす）のようなものであり、
人を大いに元気にしてくれるものではないで
しょうか。


