
会長　遠田　公夫君
久し振りにゴルフに行きました。前夜はテ
レビでイメージトレーニング、よし分かった
万全だ、第一打、ナイスショット、第2打バ
ンカー、雨で堅くなった砂に悩まされ、脱出
に3打も打って、また反対のバンカーへ！こ
んな時、思い出しましたあの1句。「悪い事
2度あることは　サンドある」。家に帰って、
すぐ風呂ヘ。痛くなった筋肉をほぐすため、
あられもない姿で運動開始、気が付いたら1
時間の長風呂。そこで一句。「見せられぬ
秋の長風呂　ストレッチ」。夜は、宴会で午
前様。そこで、又、1句「ちどり足　家に帰
れば　しのび足」。
さて、去る12日、11月の地区大会の時に、

ルー大柴と共にパネリストをする「お江戸で
ござる」、「吉本新喜劇」、「とんねるず」など
の脚本家、南高出身の海老原靖芳氏が来訪し、
話の流れで、急遽、FM佐世保に出演、引田
天功やエルトンジョンの話の中で、勢いあま
って地区大会やロータリーの事にまで話が及
び、これまた、急遽、地区幹事の南RCの馬
郡さんも出演、地区大会のPRやらロータリ
ークラブの話が初めて、FM佐世保という媒
体で一般の方に聞いて頂きました。ミキサー
室の私は、笑い転げてしまいました。
海老原氏はアーケードを歩きながら憤って
言いました。「眼鏡屋さんが多いねえ、地元

のメガネ屋の両隣に全国チェーンの眼鏡屋が
2軒もあるのは何ですか？佐世保の人はそん
なに目が悪いのですか？」。私の返した言葉
が「家主さんは、街づくりに目がねーえんで
しょう」1本取りました。
さて、14日は中秋の名月でした。10日遅れ
になりますが、24日、来週の例会は、観月例
会です。名誉会員も全員出席しますので、多
数の参加を重ねてお願い致します。最後に、
エチケットさんの葬儀、無事、終了したそう
です。佐世保姉妹社主委　楊皆得さんとEメ
ールでやり取りし、無事、弔文、お花も届け、
1月の訪問時に支払う手筈でございます。エ
チケットさんの家族から盤石の信頼を受けて
いた、曽我さんの貴重な情報に感謝致し、挨
拶と致します。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
地区ローターアクト2007-2008年代表
折敷瀬亜紗美さん（鹿島RAC）
○ゲスト
長崎国際大学RAC
吉岡　拓哉君、川口　恭平君
恵美　亮平君、松永　夕加さん（会計）
○ビジター
佐世保東RC パストガバナー
市瀬久米嘉君
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会　長　挨　拶

例 会 記 録

2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 
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幹事　木村　公康君

１．台南ロータリークフブ
前会長故楊再禮様（エチケットさん）
供花写真

２．第2740地区ガバナー事務所
2740地区メルマガ第6号、第7号

３．第2650地区（京都、奈良、福井、滋賀）
ロータリー情報マニュアル編集委員会

渕上　勝夫君
会員増強のためのパンフレットのご案内
『ロータリークラブへお入りになりませんか？』
1冊 100円（注文数：一括30部以上）

『ロータリーへようこそ』 1冊 350円

４．地区大会懇親会並びにゴルフ登録について
懇親会はアルカスSASEBO、ゴルフは佐世
保CCでありますので、多くの方の登録をお
願いいたします。申し込みをされる方は登録
用紙を事務局まで提出ください。

■親睦活動委員会 委員長　菅沼宏比古君
9月24日貉 18:30～ 富士国際ホ
テルにて観月例会を行います。
多くの会員の出席をお願いしま
す。

■ローターアクト委員会
委員長　増本　一也君

長崎国際大学RAC例会（第4回）
のご案内
日時／平成20年9月25日貅

18:30～
場所／長崎国際大学（体育館）
※例会内容：スポーツ例会（フットサル）

■プログラム委員会　委員長　中川内眞三君
来月10月分の卓話スケジュー

ルをご紹介します。（尚、一部変
更になる事もありますのでご了
承ください。）
10月1日
太田　信知様
（太田歯科診療所院長）
10月8日
方　舟（ホーシュウ）様
（佐世保市文化交流員）
10月15日
シャナハン・ケネディ様
（米山奨学生）
10月22日
ジェームス・アワー様
（日米協力センター長、バンダービルト
大学教授）

■職業情報委員会 委員長　富永　雅弘君
職場訪問のご案内

場所／三川内焼伝統産業会館
日時／平成20年10月22日貉

例会終了後
14:00 湊町　石井海陸興業㈱前出発
14:30 三川内焼伝統産業会館 見学
16:00 三川内焼伝統産業会館 出発
16:30 佐世保駅前着（終着 市役所前）

※バスをご用意しております。バス経路は国
道を湊町→駅前→日宇→大塔→早岐→三川
内となります。帰路は往路と逆になり国道
筋のご希望の場所にて降車できます。

出席委員会　委員長　田中　信孝君
○永年会員表彰

井手　常博君（25年）

○出席100％表彰

西村正一郎君（27回）
坂田　慎吾君（6回）
小川　　洋君（3回）
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原口　増穂君（2回）
鐡富　誠也君（2回）
児玉　孝雄君（1回）
斉藤　宏隆君（1回）

親睦活動委員会　小川　芳寛君
○結婚記念月のお祝い

下田　弥吉・律子　様ご夫妻（7日）
納所　佳民・季代子様ご夫妻（12日）
中村　徳裕・真理子様ご夫妻（15日）
小川　芳寛・典子　様ご夫妻（16日）
金氏嘉一郎・葉子　様ご夫妻（19日）
才木　邦夫・美子　様ご夫妻（23日）
黒木　政純・結花　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君

佐世保東RCパストガバナー市瀬久米嘉君
久しぶりのメークアップです。お世話にな
ります。

遠田　公夫会長、富永　雅広君
増本　一也君、芹野　隆英君
福田　金治君

本日、長崎国際大学ローターアクトの来訪
と、本日の卓話、折敷瀬さんに期待して。
ローターアクト全面支援いたします。

井手　常博君、小川　　洋君
原口　増穂君、西村正一郎君
E富　誠也君、児玉　孝雄君
斉藤　宏隆君
永年会員表彰および出席100％表彰ありが

とうございます。

中村　徳裕君、金氏嘉一郎君
才木　邦夫君、黒木　政純君
小川　芳寛君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

E富　誠也君
9月7日豸に開催しました『第22回 相浦発

電所オープンデー』につきましては、地元の
皆様のご支援を賜りまして1,230人を超える、
これまでで最多数のお客様にご来場いただき
ました。
お忙しい中、お越しくださいました佐世保
ロータリーの方々にも、心から厚くお礼申し
あげます。天気にも恵まれ、ご家族連れのお
客様も多く、大盛況の中で、よさこい佐世保、
各種のイベント、発電所見学など楽しんでい
ただきました。
なお、イベントの売り上げと皆様の心温ま
るチャリティー募金につきましては、例年通
り、佐世保市保健福祉部に寄贈させていただ
きます。
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（今週の担当　闍田　俊夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

24日　観月例会

『全国ローターアクト研修会について』

第21回全国ローターアクト
研修会実行委員会
実行委員長 折敷瀬亜紗美さん

この度、「第21回全国ローターアクト研修会」
が当2740地区ホストにて開催する事が、前々
年度の第19回研修会にて決議され、現、直前
地区ローターアクト代表、折敷瀬亜紗美を実
行委員長とし、前年度より実行委員会を立ち
上げ、地区内のローターアクトクラブ会員一
丸となって準備を進めております。
全国ローターアクト研修会とは、34地区（1

地区が活動していない為、現在33地区）のロ
ーターアクト「地区代表・地区幹事・地区代
表ノミニー・次期地区幹事」及び、ロータリ
ーの「地区ローターアクト委員長・次期地区
ローターアクト委員長」の6名が義務出席者と
なっており、義務出席者は分科会（様々な議
題について討議したり各地区の現状・問題
点・活動などの報告をする場）を、他、一般
会員は、一般会（近年の内容は観光がメイン
となっている）を２日間の日程で行っており
ます。
近年の研修会では、ホスト地区ガバナー事

務所より多額の助成金を予算立て前にもらい
（通常は内容等を考慮し予算立てをおこない、
自主財源での不足分を申請するベきだと考え
ます）内容も華美になり、研修会の主旨より
大きく外れてきているとの指摘があるのが現
状です。
そこで、当地区がホストする第21回研修会

では、環境問題等を盛り込み、研修の内容を
重視して、決して華美ではなく、抑えるとこ
ろは抑えた研修会を開催していこうと考えて
おり、現在ガバナー助成金なくしても、開催
出来る目途がたっております。その上で、今
回は環境問題について全国のロータリアン、

ローターアクターと共に考える内容ですので、
その気持ちを一つに何か、「記念となるもの」
を残したいと考えております。その「記念と
なるもの」やそれに掛かる費用等はまだ協議
中なのですが、その資金をご協賛として、皆
様にご協力頂きたいとお願いにまわっている
ところです。１口5千円とし、頂いた方、又は
企業のご芳名は記念誌に掲載させて頂き、3万
円以上の方は広告協賛として別枠にて広告を
掲載させて頂きます。
佐世保ロータリークラブ様は長崎国際大学ロ

ーターアクトクラブを提唱されていますが、現
在地区内には10のローターアクトクラブがあ
り、会員数も約90名と開催するには少なく、
不安もあるかとは思いますが、今後、会員増
強にも力を入れ、一同「絶対に成功させる。」
という強い思いで創り上げていく所存です。
この素晴らしい全国ローターアクト研修会

という大会を企画・運営することで、当地区
全てのローターアクトクラブが更なる成長を遂
げる事は間違いありませんし、私達2740地区
での開催から、新しい全国ローターアクト研
修会の礎を築いていき、参加者全員の記憶に
残り続け、これからのローターアクトの歴史
の中に2740地区の名が刻まれるようなものを
創り上げていきますので、本大会にも、是非、
ご登録頂き、私達の活動・成長を見に来て頂
けたらと思っております。
佐世保ロータリークラブ会員の皆様方のご理

解と絶大なるご支援、ご協力をお願いすると
共に、今後とも、長崎国際大学ローターアクト
クラブへのご指導、ご鞭撻の程も何卒宣しくお
願い申しあげます。本日はこのように貴重な
お時間を頂き誠にありがとうございました。

卓　　話


