
会長　遠田　公夫君
1句お届けします。「人生で　最も世話に

なる小部屋」これは勿論、トイレの話ですが、
俳句と違って季語に囚われず、世相や風俗を
楽しく表現する「川柳」が、大手の事業所で
流行しております。参加者を募り、会社の楽
しいイメージ付けが目的です。冒頭の1句は、
TOTOのトイレ川柳の優秀作品ですが、ダス
キンなども始めたようです。トイレがテーマ
のTOTO作品をもう少し紹介します。「挨拶
を すべきか隣りに 立つ社長」。「入るたび
相田みつをに 励まされ」。「トイレ借り お辞
儀をされて ホテル出る」。「トイレから 妻の
ハミング 聞こえる日」。「勘定の 前に課長は
トイレ行く」。食事中に失礼致しました。

さて、2週間も皆様にお会いしないと、寂
しさが募りました。寂しいといえば、1日、3
日の佐世保お宮日も昔と違い、八幡様がしず
しずと、お下り・お上りをしているだけで、
通行人もあまり関心を示さない寂しいパレー
ドでした。七五三の写真の前撮りをされてい
た森白汀さんだけは多忙のご様子でしたが、
伝統文化でもあるお宮日に改革が望まれる所
です。

我々の地区大会はいよいよ10日後です。参

加登録、懇親会や記念ゴルフ会への多数の登
録、感謝致します。特に記念ゴルフは、私共
クラブの参加が一番多く、朗遊会幹事の円田
さんや米倉さんの顔もたちました。尚、森山
良子のコンサートチケットなどの配布も行い
ますので、早めにお申し付けください。

アメリカに目を転じますと、予備選挙も含
め1年半にも及んだ、米国大統領選の開票が
いよいよ始まりました。共和党のマケイン候
補はブッシュ政権の踏襲、民主党のオバマ候
補は「WE CAN CHANGE」と言っておりま
すが、具体的に何をしようとしているのか、
又、それにより日本、そして佐世保はどのよ
うな影響を受けるのか、注意深く見ておきた
いものです。ネットを駆使したり、テレビ番
組を買い取ったり、高校生までボランティア
に駆り出したりと、選挙制度の違いを改めて
感じさせられました。

最後に、動物を飼っている方へのご案内で
す。今週の土曜日、朝10時より、永年、日本
で動物愛護支援の代表をされているマルコブ
ルーノというオーストリア人による、日本語
で「動物先進国への道」という講演が開催さ
れます。会場は、アルカス、入場料は500円
ですが、時間がございましたら、どうぞお聞
きください。以上、挨拶と致します。

（1）

平成　00 年　00 月　00 日　　　　　　　第　0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO20 11 5 2,863 17

《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 ％

81

81

23

23

43 14 315 70.40

98.5745 12
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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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○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
佐世保海上保安部部長・佐世保港長
渡駑 晃久様
○佐世保南RC
岡崎　公一君、田添　孝佳君
佐世保中央RC
浅野　訓一君

幹事　木村　公康君
１．国際ロータリー RI会長 李東建君
国際ロータリー年次大会ご案内、DVD

2009年6月21日～24日
英国・バーミンガム

２．ガバナー事務所経由
ロータリー財団地域コーディネーター

第1ゾーン　黒田　正宏君
第2ゾーン　北　　清治君

第3・4Aゾーン　小島　　哲君
地域セミナー開催のお知らせ

日　時／2008年11月19日貉
場　所／ホテルグランパシフィックLE  DAIBA
登録料／10,000円

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15日号、11月1日号
②地区メルマガ第10号案内
10月28日号
11月1日より、国際ロータリー為替レート
は、lドル=100円です。

４．長崎県新産業創造課
「留学生と長崎県内企業の交流会」ヘの参

加企業募集のお知らせ

①開催日時／平成20年11月22日貍
14:30～18:30

②開催場所／セントラルホテル佐世保
③参加申し込み、お問い合わせ／
フレッシュワーク長崎内
TEL 095-811-2077

５．海上自衛隊佐世保地方総監部
冊子「国際テロを根絶するために　インド
洋での補給支援活動」

■ロータリー情報委員会
委員長　松本　英介君

RI事務総長が米国の金融危機の影響につい

て説明

ロータリアンの皆さま
ここ数週間の米国金融市場の悪化に関する
ニュースを受け、この状況が国際ロータリー
とロータリー財団に与える影響について、多
くのロータリアンから問い合わせをいただき
ました。私たちの投資は短期的に損失を受け
るものと思われますが、金融市場がひとたび
安定すれば投資は回復すると、私たちは信じ
ています。また、ロータリーは、最近の金融
業界の悪影響を免れた市場にも投資を行って
いるなど、ポートフォリオの多様化を維持し
ています。ロータリーの投資方針は、これま
でも不況に耐えうる健全性を実証してきまし
た。このような慎重な投資管理から判断し、
ロータリーのプログラムとプロジェクトをこ
れまで通り続行することに支障はないものと
思われます。

■財団奨学・米山委員会
委員長　千住　雅博君

吉報をお知らせ申しあげます。本日、梅村
良輔会員から、ロータリー財団マルチプル・
ポール・ハリス・フェローへご寄付いただき
ましたことを謹んで報告させていただきま
す。なお、不肖、私も若干の寄付を米山記念
奨学会に致しましたことを補足致します。
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地区副幹事　富永　雅弘君
11月16日豸の地区大会では、森山良子さん
のコンサートよりもパネルディスカッション
への参加をお願いします。

安福鴻之助君
11月20日貅の輪飲会は、ボジョレーヌーボ
ーです。参加をよろしくお願いします。

親睦活動委員会　松尾　慶一君
佐世保南RC
圓田　　治君、岡崎　公一君
11月15日・16日の地区大会、多数のご出席
をお願いします。

遠田　公夫会長、中川内眞三君
玉井　　晃君
本日、卓話していただきます、佐世保海

上保安部 保安部長 渡駑晃久様の卓話に期待
して。

玉井　　晃君、中川内眞三君
前回、当クラブで卓話いただいたアメリカ
のヴァンダービルト大学のアワー教授が、こ
の度の秋の叙勲で旭日中綬章を受章されるこ
とをお祝いして。

武田喜一郎君
大変長らく欠席してしまいました。まだ完
治という訳ではないと医者は言ってますが、
ボチボチやっていきたいと思います。よろし
くお願い致します。

『創設60周年を迎えた海上保安庁』

佐世保海上保安部長兼佐世保港長

●海上保安庁設置の背景

①終戦直後の海の荒廃
②再軍備への警戒
③海上保安庁法の制定

●海上保安庁の特徴

藺戦前は各機関に分散していた機能（海軍、
水路部、海運総局、燈台局、検疫所等）
を集約、船艇や施設を一元管理
藺非軍事機関
藺司法警察職員の　　「海上保安」の由来
身分を付与　
藺モットーは「正義仁愛」

●国際情勢の変化

①海洋秩序の形成
②国連海洋法条約の成立
③冷戦の終結
④国内の最近の動向

●現在の海上保安庁

①Maritime Safety AgencyからJapan Coast
Guardへ（平成13年）
藺五つの使命
秩序の維持、海難の救助、環境の保全、
海上交通の安全確保、国際協力
藺法に基づく公権力の行使を行う海上機関
として認知

②現場勢力の整備計画
藺緊急整備計画（平成18年度から7年間で
巡視船艇120隻、航空機30機の代替整備）
藺空き巡視艇ゼロ（小型巡視艇の2クルー
制）

③国際協力の進展

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 12,000円

累　　計 407,000円

◇

卓　　話

輪飲倶楽部より

そ の 他 の 報 告



（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　　　　会員　児玉　孝雄君
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藺国際機関（IMO）及び米国、韓国、中
国、ロシアとの二国間会合
海難救助、海洋環境保全、灯台、海図分
野から海上犯罪へ
藺東南アジア海域での海賊対策
藺海上保安機関長官級会合

法規範の遵守と人権、自由の重視十共通ル

ールの定着＝アジアの海上安全の実現

●海上保安部からのお願い

藺「海上保安協会」、「海上保安友の会」へ
の参加
藺長崎県水難救済会の支援（賛助会員、青
い羽根募金自動販売機の設置）

《佐世保海上保安部の概要》
１．沿革

昭和23年5月　倉島地区に設置
昭和35年3月　平戸分室設置
昭和42年4月　平戸保安署に昇格
昭和46年5月　現在地の干尽に移転
平成19年1月　佐世保通信所廃止
平成19年4月　航行援助センターから交通

課へ組織改編
２．管轄水域

上五島、平戸島への離島航路
1万隻以上の漁船・プレジャーボート
平戸瀬戸、針尾瀬戸、向後崎等の狭水道
米軍・自衛隊の艦船の入出港

蚫
複雑な交通流

３．組織

４．治安の維持

①港内の警備
②海上犯罪の取り締まり

５．海上交通の安全確保

①航路標識の管理
②海難の防止

６．海洋環境の保全

藺九十九島をはじめとした美しい海洋環境
の保全
藺環境教室等の啓発活動と環境事犯取り締
まりを両輪とした活動の推進
藺長崎県環境部、県警との環境事犯合同パ
トロール等関係機関との連携
藺「未来に残そう青い海」図画コンクール
の開催

※卓話内容は紙面の都合上、割愛しております。

陸上部門 

佐世保海上保安部 管理課 
警備救難課 
交通課 

次長（2名） 
平戸海上保安署 

所属船艇 

350t型巡視船 2隻 
20m型巡視艇 5隻 
放射能調査艇 1隻 


