
本当に私達の家族の一員であります。
敬具

ラホヤロータリークラブ
会長　デイビス・クラクロフト

この支援活動についてはなるべく早期に実
行致したいと考えます。案と致しましては、
クラブの国際交流基金より10万円、ラホヤ訪
問でお世話になったメンバーで1人1万、14万
円、皆様方から1人2,000円で13.6万円とし、ニ
コニコボックスより4～5万円出して、ラホヤ
ロータリークラブには、4,000ドル渡る様に調
整し、サンディエゴ大火災義援金として送り
たいと思います。皆様のご支援をお願い致し
ます。

〔会長・幹事会報告〕

１．地区大会について
11月16日～18日
出席登録状況…我がクラブは全員登録。（私

どもクラブでは、大委員会、小委員会、特に3
年未満の委員の方は出席願います。もちろん
理事は全員です。）

２．国際ロータリー年次大会（ソルトレイク
大会）
申し込みの件…仮登録依頼

３．南ロータリークラブの50周年記念式典
2008年1月12日貍
ハウステンボス　レンブラントホール
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会長　大神　邦明君
南カリフォルニア（サンディエゴ）大火災で

のラホヤロータリークラブへの支援対応を、
国際奉仕委員長　田中丸善弥さんが交信して
くださいましたのでご紹介致します。

拝啓
私達クラブのメンバーや彼らの親戚は、幸

いにもサンディエゴでの火事のせいで家など
を失うことはありませんでした。悲しいこと
に、非常に多くの家が火事によって失われま
した。サンディエゴの地域団体は著しい方法
で結集し、大掛かりな避難のために避難所に
移動するそれらの人々のお世話をしました。
家が破壊された人々は、代わりの避難所や多
くの共同団体を見つけ、州や国家資財が著し
い方法で彼らに供給しています。アメリカ赤
十字社は、火事の被災者を助けるために大変
立派な仕事をしていたと思います。私は、「サ
ンディエゴ火災の被災者」の名目で彼らへの
寄付を提案いたします。

ラホヤのロータリークラブを代表しまして、
私達クラブのメンバーと彼らの家族を心配し
て頂いたことを、あなたの素晴らしい佐世保
ロータリークラブに感謝を申しあげます。姉
妹クラブとしての私達の友好は、ただの友好
を超えてうまくいくものであり、あなた達は
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■職業活動表彰委員会 委員長　千住　雅博君
国際ロータリー第2740地区職業

奉仕部門研修セミナーヘ参加しま
したので報告致します。
本セミナーは10月28日、佐賀市

内のマリトピアにおきまして開催
されました。午後2時に開会し、はじめに地区
役員と参加者の紹介があり、ついでガバナー
挨拶、地区委員長挨拶がありました。その後、
佐古亮尊パストガバナーによる特別講演を拝
聴しました。演題は「職業奉仕はロータリー
の花」であり、約2時間15分にわたり密度の濃
い崇高な講義を受けました。さらに、質疑応
答では2名の参加者から質問があり、最後に鈴
木泰彦ガバナーエレクトによる講評を受け、
午後5時10分に閉会となりました。
講義の要旨は、第一に毎週の例会に出席す

ることにより、会員同士が親睦の中に相和し、
異業種の知恵を交換して心を磨くことで、自
分の視野を広げていくことが可能となる。そ
の磨かれた心と広い視野を持つことにより自
分の企業を発展させ、地域社会に出れば地域
社会を潤し、同業者にも良い刺激を与え、同
業者の水準を高めていくことになる。第二に
四つのテストは、正義こそが力の源泉である
ことをすべての企業人が認識し、正しさに耳
を傾け、それによって行動するための企業管
理の標語であること。誰にでも容易に実践で
きる座右の銘であり、四つのテスト一は、ロ
ータリアンの言動はどの様な場合でも真実で
なければならないことを意味し、その言動に
関しては二、三、四に照らし合わせてなされ
るべきこと、すなわち人間関係を損なうよう
な言葉を使ってはならないという企業倫理の
一つであること。第三にロータリーの職業倫
理訓、第一条から第十一条は、初期ロータリ
アンの方々が試行錯誤のすえにたどり着いた
金字塔であり、職業奉仕についてこれほど明
快にその理念を明らかにしたものはないこと
から、すべてのロータリアンは一度はこの職
業倫理訓に目を通す必要があること。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
千住診療所　院長　江口　圭介様

幹事　中村　徳裕君

第2740地区
第4グループ　ガバナー補佐　石松憲一郎君
第5グループ　ガバナー補佐　岩崎　邦臣君
第6グループ　ガバナー補佐　富田　耕司君

ホストクラブ
佐世保北RC 会長　野畑　義博君

実行委員長　桟　　　護君
2007～2008年度インターシティ・ミーティング開
催のご案内
１．テーマ「これからのロータリー活動を語
ろう！」

２．日時／2008年2月10日豸
受　付　12:00～13:00
開　会　13:00～16:25
懇親会　17:00～18:30

３．場所／ハウステンボスジェイアール全日空
ホテル

４．プログラム／
第1部　パネルディスカッション
第2部　記念講演　田中　毅氏
（RI第2680地区1996～97年度ガバナー）

５．登録料／1人　4,000円（懇親会費含む）

納所　佳民君
九州ワーク代表取締役
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以上、三点に関しまして、佐古亮尊パスト
ガバナーから講義を受け勉強しましたことを
報告致します。

井手　孝邦君
「夕焼け小焼け」合唱

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君
○今月の誕生祝い

井上　斉爾君（3日）
福田　金治君（4日）
武井　洋一君（15日）
闍田　俊夫君（18日）
松尾　文隆君（22日）
闍口　純一君（26日）

親睦活動委員会　幸良　秋夫君

大神　邦明会長、中島　祥一君
森　　信正君、遠田　公夫君、井手　孝邦君
長富　正博君、中川内眞三君、井手　常博君
江口先生の卓話に期待して。会員多数の主

治医としてお世話になっております。

千住　雅博君
本日、当医療機関の江口圭介医師に卓話の

ご指名をいただきました。江口圭介医師は循
環器、救急医療が専門であり、さらに認定健
康スポーツ医として今話題のメタボリック・
シンドロームにも精通しています。30分間ご
静聴の程、よろしくお願い致します。

山縣　義道君、古賀　　巖君、中村　徳裕君
芹野　隆英君、米倉洋一郎君、下田　弥吉君
森　　信正君、飯田　満治君、加納洋二郎君
有薗　良太君、円田　浩司君、田中丸善弥君
西村正一郎君、梅村　良輔君
納所会員の入会を歓迎します。

円田　　昭君、木村　公康君
本日入会の納所君の紹介会員でありながら2

人とも欠席して申し訳ございません。

遠田　公夫君、古賀　　巖君
いよいよ明日15日6時にきらきらフェスティ

バルの点灯式です。皆様のおかげを持ちまし
て、島瀬公園一帯を中心に光につつまれます。
イベントが12月中、イルミネーションは1月

の成人式まで点灯いたします。

井上　斉爾君、福田　金治君
F田　俊夫君、松尾　文隆君
誕生日のお祝いありがとうございます。

F田　俊夫君
「ロータリーの友」から

ロータリアンの三大義務は「例
会に出席すること」、「会費を支払
うこと」、「RIの公式地域雑誌を購
読すること」となっております。
ロータリーの友は、地区ガバナーの機関誌

として、1953年（昭和28年）1月に、ロータリ
ー情報の普及を目的として発刊されました。
編集は編集委員により合議制で各地区より1名
のロータリーの友委員が選出されております。
ロータリーの友はRIの公式地域雑誌に指定

されており、必ずRI指定記事が載っておりま
す。
1冊の値段は200円で、各クラブとも年会費

の内より一括して支払われております。
1冊200円では製作出来ないので、不足分は

広告収入でまかなわれており、広告料は最低
が130,000円、最高が1,320,000円です。
皆様もロータリーの友を読まれて、不思議

に思われるかもしれませんが、両方とも表紙
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ニコニコボックス

ロータリー3分間情報

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 31,000円

累　　計 420,000円

◇

歌 の 時 間



＊次回例会予告＊

卓話　　米山奨学生　辜
コ

筱
シュウ

筑
チク

さん
（台湾　長崎国際大学生）
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（今週の担当　芹野　隆英）

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

で裏がありません。ロータリーの友事務所に
尋ねたところ、両方とも表で裏はないそうで
す。横組がロータリー情報に関する物、縦組
が投稿を中心としたロータリアン相互の交流
の場となっております。

『AEDはどう使うの、
救急蘇生はどうするの』

特定・特別医療法人　雄博会
千住診療所　院長　江口　圭介様

目の前で誰かが急に倒れた時どうすれば良
いでしょうか。人が倒れてからは、1分経つ毎
に生存率は10％ずつ低下します。これは、7分
経つと生存率は30％になるということです。
この7分というのは救急隊に電話をかけ、救急
車が到着するまでの時間です。その間は皆さ
んが倒れた人に出来る範囲で救命処置をして
あげてください。その方法は下の図に書いて
あるとおりです。重要なのは、まず初めに救

急隊に連絡をする事です。そしてその後は、
人口呼吸と心臓マッサージをしてください。
人口呼吸が上手く出来ない時はすぐに心臓マ
ッサージだけでも良いです。
方法は、左右の乳首を結んだ線のちょうど

真ん中の所を強く押してください。1分間に
100回のスピードです。そして、AEDがあった
ら使いましょう。方法は、①電源オン。②電
極パッドを心臓を挟むように貼る。③心電図
の自動解析を待つ。④点滅している除細動ス
イッチを押す。⑤すぐに心臓マッサージ再開。
これをする事により助かる確立が高くなり

ます。皆さん、7分間頑張りましょう。

卓　　話


