
会長　遠田　公夫君
コンニチワ！ 今日は、挨拶前に言い訳を一言、
顔のこの4箇所のバンソウコウは、痴話喧嘩とか
ではなく、60歳を超えてから顕著になった老人性
の色素斑（つまりシミ）の手術の跡で、このまま
では見合いの話も無くなってはいけないと、レー
ザーで取り除いて参りました。増毛、入れ歯と同
じでございます。ロータリーの先輩をしっかり真
似ました。
さて、この間、社内のある企画で管理職がサン
ドイッチマンをしなければ、という話になり、若
い世代に協力を要請しました。20代前半の若い子
曰く、「へえー、どんなサンドイッチですか、私、
食べたことないんですが…？」。念の為に、30歳
前後の子にも尋ねた所、「知ってます、知ってま
す、あの漫才コンビ、面白いですよね。マネージ
ャーは漫才するんですか？」。唖然としました。
そう言えば、街中にサンドイッチマンを見かけな
くなって随分になります。今や死語となった言葉
を言っても若い世代に通用しない事を思い知らさ
れました。
言葉と言えば、今月、10月はOctober、何故オ

クト＝8という接頭語がつくのか、以前から疑問
に思っていました。ラテン語をはじめ英語、フラ
ンス語、イタリア語もすべてOctとつくと8に関わ
る意味になります。八角形といえばOCTAGON
（アメリカの国防総省の五角形はペンタゴン）、音
楽の8音階はOCTAVE、80歳代は、OCT -
GENERATION、足が8本のタコはOCTOPUSと言
います。調べた所、今の暦はグレゴリオ暦ですが、
古代ローマの時代には、ユリウス暦を起源に、年
の初めは、春分の3月をスタートにしていたそう

で、3月が今の1月の感覚で、元々、10月は今の8
月だったそうです。ちなみに3月以降は全てロー
マの神の名前で、7月はジュリアスシーザーの誕
生日を記念してJULY、8月はその養子のアウグス
ティヌスが戦争に勝利を治めた月名でAUGUSTと
命名したそうです。その後、ヌマ暦によって
January（11月）とFebruary（12月）が加えられ、そ
れがタルキウニス暦により、その11、12月が年の
初めに加えられた為（January…1月、February…
2月となる）、3月以降が2ヵ月ずつズレて、現在の
カレンダーになったそうです。だから何なの？と
いわれると身も蓋もありませんが、OCTという接
頭語がつくと、 8に絡んでいるのに何故
OCTOBERだろうと長年調べることもしなかった
のですが、会長になって辞書を調べたバイ、とい
う努力を報告し、挨拶と致します。
お願い：地区大会懇親会への出席要請（現在15
名）、当クラブとして50名は懇親会まで参加お願
い致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保市企画調整部文化交流課
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佐世保南RC 池田　友己君

幹事　木村　公康君
１．国際ロータリー
「The rotarian 10月号」が届いております。
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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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２．第2740地区ガバナー　鈴木　泰彦 君
2010 -11年度ガバナー候補者の公表
氏名：高原　武彦君

1935年7月生（73歳）
所属クラブ：有田ロータリークラブ
〔略歴〕
生年月日／1935年7月29日
現 住 所／佐賀県西松浦郡有田町本町丙784－10
本　　籍／大阪市西区江戸堀2丁目25番地

〔ロータリー歴〕
1983年　　　　　有田ロータリークラブ入会
1988年　　　　　有田ロータリークラブ幹事
1992年　　　　　有田ロータリークラブ会長
1996年－2000年　ロータリー財団学友地区委員
2004年－2005年　第3グループガバナー補佐

ポールハリス・フェロー
ベネファクター
米山功労者

〔学歴及び職歴〕
1962年3月 長崎大学医学部卒業
1962年4月 大村市立病院にて医学実地修練
1963年4月 長崎大学医学部第二解剖学教室

長崎大学医学部第一外科教室
1968年10月 佐世保市立総合病院外科
1975年8月 高原外科医院開業 佐賀県有田町原宿
1990年9月～現在 医療法人　高原医院理事長
2000年～2006年 伊万里・有田地区医師会会長

同 佐賀県医師会理事

３．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ更新案内　10月1日号
②地区メルマガ第8号案内　10月1日号
国際青少年交換学生再募集

４．2008-09年度地区大会
大会実行委員長　圓田　　治君

大会幹事　岡崎　公一君
①大会プログラム等詳細のご案内
②分科会のご案内（該当の方へご案内いたし
ます。）
③大会記念チャリティーコンサートチラシ
④パネル・ディスカッションチラシ
⑤エクスカーション・自由観光案内
⑥チャリティーコンサート・パネル・ディスカッ
ション案内
（セルフボックスへご案内を入れております）

■ロータリー情報委員会
委員長　松本　英介君

新会員歓迎懇親会のご案内
日時／平成20年11月12日貉 18:30～

場所／レオプラザホテル（三浦町　TEL 22-4141）
会費／6,000円
※出欠のご返事を10月29日貉までに事務局へ
お知らせください。

■世界社会奉仕委員会 委員長　中村　徳裕君
台南ロータリークラブ創立55周年記念式典参加
のお願い
来年1月10日貍に「台南ロータリークラブ創立

55周年記念式典」が台南市の大億麗緻酒店にて
催されます。佐世保RC創立55周年の際には、台
南RCより34名の方に出席して頂いております。
今回の「台南ロータリークラブ創立55周年記念
式典」には30名以上の会員の参加を目標として
おりますので、ご参加の程よろしくお願い致し
ます。飛行機、ホテルの予約の都合上、別紙申
込書にて11月12日までにご回答の程お願い申し
あげます。

親睦活動委員会　加藤　陽一君
○今月の誕生祝い
小川　芳寛君（4日）
松尾　弘司君（8日）
平尾　幸一君（9日）
幸良　秋夫君（15日）
森　　信正君（18日）
飯田　満治君（18日）
鬼木　和夫君（20日）
斉藤　宏隆君（22日）
原口　増穂君（30日）

親睦活動委員会　納所　佳民君
遠田　公夫会長
佐世保市国際交流員　方　舟さんの卓話にお

ねぎらいを込めて。西村会員、お手配ありがと
うございます。
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松尾　弘司君
誕生祝い有り難うございました。大正9年10月

8日、本日です。10月8日 88歳で8が3つ続きます。
トリプルパーで頭もパーです。少し頭がよくな
る様に皆様に会いに来ました。

鬼木　和夫君
欠席が続き申し訳ありません。また、遠田さ

んには「TAO」の素晴らしい演奏ありがとうご
ざいました。

増本　一也君
先日の日曜日（10月5日）に、佐世保市の主催

で烏帽子岳ウォーキングラリーがあり、私の嫁
さんが12kmの部に参加し、女性の部で優勝しま
した。総合でも2位に入り、私もびっくり致して
おります。雨の中でしたので、私もちゃんと温
かいコーヒーを用意してお迎えに参りました。

平尾　幸一君、幸良　秋夫君、飯田　満治君
鬼木　和夫君、斉藤　宏隆君、原口　増穂君
小川　芳寛君
誕生祝いありがとうございます。

雑誌委員会　平尾　幸一君
（クラブ会報委員会　才木邦夫君の代読）

ロータリー3分間情報コーナーということで、
今日はロータリーの特別月間、特別週間につい
て、話を進めさせていただきたいと思います。
この話は、ロータリーの先輩諸兄には周知のこ
とで、あまりにも初歩の話で恐縮ですが、こと
し2月入会させてもらい、まだ初心者マークがと
れない者には新鮮に見えたものですから、独断
と偏見で、テーマに選ばせてもらいました。
それではまずなぜ、特別月間や週間になって

いるのかという、目的、意義ですけれども、こ
れはクラブだけでなくロータリアン一人ひとり
が、ロータリーの活動に参加するよう強調する
ため、国際ロータリー（RI）理事会が指定した月
間ということで決まっているわけです。それで
はまず特別月間の、月ごとのテーマを見ていき
たいと思います。

［8月］は、会員増強および拡大月間（Membership
and Extension Month）です。
会員拡大には、内部拡大、外部拡大の2つがあ

ります。内部拡大は、クラブの区域内で得られ
ている適格な職業分類の代表者に入会してもら
い、クラブの会員数を増やすことです。外部拡
大とは、ロータリークラブがまだ存在していな
いところに、新しくクラブを設立してロータリ
ーを拡大し、会員数を増やす活動です。

［9月］は、新世代のための月間（New Generation
Month）です。
年齢30歳までの若い人、すべてを含む新世代

の育成を支援するロータリー活動に、焦点を当
てる月間です。

［10月］は、職業奉仕月間（Vocational Service
Month）です。
RI理事会では、一人ひとりのロータリアンだ

けでなく、クラブも職業奉仕の理想を日常実践
するよう強調するために、特に職業奉仕に焦点
を絞ったプログラムを行うよう、奨励していま
す。クラブに推奨される具体的活動には、①地
区レベルの行事で、ロータリーボランティアを
表彰すること、②ロータリー親睦活動への参加
を推進すること、③職業奉仕活動またはプロジ
ェクトを提唱すること、④空席の職業分類に会
員を入会させる会員増強活動、があります。

同じく1月は日本独自の米山月間があります。
これは、この月に特に米山奨学事業の意義を深
く認識し、寄付金を募る活動を展開します。

［11月］は、ロータリー財団月間（The Rotary
Foundation Month）です。
RI理事会と、管理委員会は、毎年11月はこの

月間を遵守すること、月間中、クラブは少なく
とも1つのクラブ・プログラムを財団のために実
施することを決定しております。

［12月］は、家族月間（Family Month）です。
1995-96年度ハーバート・ブラウン会長は、世

界平和は地域、家族から始まるとの考えを表明
しました。そして1995年11月のRI理事会におい
て、2月の第2週を「家族週間」と指定すること
になりましたが、2003年7月の同理事会において、
2003-04年度ジョナサン・マジィアベ会長が、家
族の重要性を主眼にしたことを称え、12月を
「家族月間」と指定しました。

［1月］は、ロータリー財団推進月間（Rotary
Awareness Month）です。
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ロータリー3分間情報



（4）

（今週の担当　才木　邦夫）

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＊

卓話　　ロータリー米山奨学生
シャナハン・ケネディ君

（スリランカ出身）
「スリランカの歴史と文化と祭りと食べ物について」

会員にロータリーについて知識と理解を一層
深めてもらい、同時にロータリアン以外の、一
般市民にもロータリーのことをよく知ってもら
うためのプログラムを実施する月間です。

［2月］は、世界理解月間（World Understanding
Month）です。
1905年2月23日は、ポール・ハリス、ガスターバ
ス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・シ
ョーレーの4人がシカゴで初めて会合を開いた日
で、この日はロータリーの創立記念日です。よ
って2月は「世界理解月間」と指定されています。

［3月］は、識字率向上月間（Literacy Month）です。
識字率向上は1986年以来、国際ロータリーの

強調事項です。地域社会で、読み書きを向上さ
せるプロジェクトを支援します。

［4月］は、雑誌月間（Magazine Month）です。
RIの公式機関誌『ザ・ロータリアン』および世
界30の地域雑誌の購読と、活用促進に役立つプ
ログラムを実施する月間です。ロータリーの雑
誌（『ロータリーの友』など）に対する会員の認
識を深め、それによってロータリーの情報の普
及を図ることが目的です。そして
［6月］は、ロータリー親睦活動月間（Rotary
Fe1lowships Month）です。
現在、約80の親睦グループがあり、趣味や職業

活動を通じて、国際親善と奉仕に貢献しています。

続いてロータリー特別週間について説明しま
す。まず
▽「世界インターアクト週間」これは11月5日を
含む1週間です。
RI理事会は、ロータリークラブとインターア

クトクラブに、11月5日を含む1週間を「世界イ
ンターアクト週間」として遵守するように奨励
しています。次に
▽「追悼記念週間」これは1月27日を含む1週間
です。
1947年1月27日は、ロータリーの創始者、ポー

ル・ハリスの命日です。1989年10～11月の理事会
において、毎年この1月27日を含む1週間を、物故
ロータリアンの冥福を祈り、生前の貢献を記念す
る週間として「追悼記念週間」と指定しました。
次は

▽「世界理解と平和週間」これは2月23日～3月1
日となっています。
1905年2月23日は、ロータリーの創始者、ポー

ル・ハリスが、友人3人と最初に会合をもった日
です。この2月23日を祝う創立記念日は、「世界
理解と平和の日」（Wor1d Understanding and
Peace Day）として遵守されます。最後に
▽「世界ローターアクト週間」これは、3月13日
を含む1週間です。
1993年、RI理事会はRAの創立25周年を記念し

て、3月13日を含む1週間を「世界ローターアク
ト週間」に指定しました。

各RCには、地元のRACとの共同プロジェクト
や、親睦活動に参加するよう、呼びかけを行っ
ています。
ということで、以上で少々、長くなりましたが、
3分間情報を終わります。
（ロータリージャパンのホームページより転載、抜粋）

『張家港市
ちょうかこうし

企業概要
（産業構造、中国企業ビジネス習慣』

佐世保市国際交流員　方　　舟様

１．張家港市概要
２．張家港市経済・企業現状
３．中国ビジネス習慣
①会社名
②人間関係
③宴会のマナー

卓　　話


