
会長　遠田　公夫君
佐世保に春を告げる愛宕祭りも昨日から始
まり、いよいよ春本番となりました。
先週は例会終了後、幹事ともども佐世保市
長を訪ね、西暦2000年、我がクラブの創立50
周年事業として続けております市立図書館へ
の寄付金20万円を手渡して参りました。今年
のテーマのごとく、未来をゆだねる子ども達
向けの蔵書をお願いして参りましたが、長崎
新聞の才木支社長の格別のお取り計らいで、
新聞にもカラー写真入りで紹介されました
事、併せて報告致します。
さて、本日は今年初めての炉辺会合例会で
ございます。普段と違って、席順は委員会中
心になっております。席の勝手が違うかと存
じますが、「はじめまして」「あんたも同じ委
員会やったね」という声をかけながら、どう
ぞよろしくお願い致します。
尚、今日は田川会員を中心に進めておりま
す「世界に翔く佐世保人」プロジェクトの進
行状況、中間報告を致しますが、引き続き、
人選その他のご協力を頂きたく存じます。
最後に、来週の件で恐縮ですが、親和銀行
鬼木会員が満を持して卓話を致します。どう
か、多数の参加とニコニコをよろしくお願い
し挨拶と致します。

○ロータリーソング「我らの生業」

幹事　木村　公康君
１．国際ロータリー会長エレクト

ジョン・ケリー君
2009-2010年度会長選出の祝辞
役員キット送付案内

２．第2740地区ガバナーエレクト
高城　昭紀君

研修リーダー・パストガバナー
野口　　清君

2009-2010年度「会長エレクト研修セミナー」

開催のご案内

日時／平成21年3月22日豸 開会13:00～
場所／ホテル南風楼（島原市）

３．佐賀ローターアクトクラブ
会長　F橋　佑輔君

創立40周年記念式典実行委員長
中山　和憲君

創立40周年記念式典のご案内

テーマ「絆 ～結びつきで心を耕そう～」
日　時／平成21年3月21日貍 10:00 開会
場　所／ホテル龍登園
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幹 事 報 告

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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登録料／5,000円
締め切り日／3月6日

４．佐世保市長 朝長　則男様
佐世保市名誉市民顕彰式について

米国ボストン大学名誉教授 下村　　脩氏
（2008年ノーベル化学賞受賞）

日時／平成21年3月21日貍 11:00～11:30
会場／佐世保市議会議場（佐世保市役所）

５．長崎大学 下村 脩博士顕彰事業実行委員会
長崎大学長　片峰　　茂様
長崎県知事　金子原二郎様
佐世保市長　朝長　則男様

下村　脩博士ノーベル化学賞受賞祝賀会の

ご案内

日時／平成21年3月22日豸 午後5時より
場所／長崎全日空ホテル グラバーヒル

■新世代理事　芹野　隆英君
2月21日、長崎で行われた「第
21回 全国ローターアクト研修会」
に増本委員長、山縣さん、安福
さん、三浦さんと出席して参り
ました。我が長崎国際大学ローターアクトの
メンバーも、ホストの一員として大いに活躍
していました。

朗遊会幹事　円田　浩司君
第3回 朗遊会開催のご案内

日時／平成21年3月28日貍
集合11:15 スタート11:47

場所／佐世保カントリー倶楽部
石盛岳コース
TEL 0956-49-5654

参加費／2,000円
締め切り日／3月14日貍

出席委員会　池田　　誠君
○永年会員表彰

副島　正義君（38回）

○出席100％表彰

遠田　公夫君（22回）
橘闍 克和君（22回）
井手　孝邦君（20回）
下田　弥吉君（19回）
梅村　良輔君（18回）
円田　　昭君（16回）
長島　　正君（16回）
田中丸善弥君（16回）
石井　正剛君（16回）
木村　公康君（11回）
古賀　　巖君（11回）
円田　浩司君（5回）
幸良　秋夫君（2回）

親睦活動委員会　池田　　誠君
○結婚記念月のお祝い

友廣　慎吾・佳美様ご夫妻（12日）
福田　金治・尚子様ご夫妻（18日）
岡　　英樹・節子様ご夫妻（25日）
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朗 遊 会 よ り



親睦活動委員会　斉藤　宏隆君

遠田　公夫会長、橘F 克和君
井手　孝邦君、円田　　昭君
長島　　正君、田中丸善弥君
木村　公康君、古賀　　巖君
円田　浩司君、幸良　秋夫君
出席100％表彰ありがとうございます。

福田　金治君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

社会奉仕委員長　田川　邦男 君

DNAプラン
「世界に翔く佐世保人」中間報告

県内の小学校6年生への調査
で、「あこがれの人はいない」が34％という
時代。当ロータリーは『夢をかたちに』の本
年度テーマを具現化するため佐世保出身で、
国内外で活躍中の人たちを捜して直ぐにアン
ケートを取り、『世界に翔く佐世保人』とい
う冊子の作成を進めています。
さまざまな人がいました。大企業のトップ、
ＩＴ時代の先駆者、エイズの化学療法の開拓
者、囲碁や将棋など勝負の世界の中心にいる
人、話題作を次々と世に出す作家や脚本家。
少しずつ返事が届き始めました。市教育委員
会も『本来は私たちの仕事。ありがとうござ
います。』と喜ばれました。何とか所期の目
的を達成したいと思っております。
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「佐世保人」録

藺團　　宏明氏 郵便事業㈱代表取締役社長

藺冨田　健次氏 大阪外語大教授

藺三浦　秀士氏 九州大学教授

藺溝上　知親氏 囲碁棋士

藺海老原　靖芳氏 放送作家

藺満屋　裕明氏
熊本大学大学院　薬学研究部教授
血液内科学分野（エイズ研究者）

藺金子　成人氏 脚本家

藺深浦　康市氏 将棋王位

藺堀田　かつひこ氏 漫画家

藺たいら　いさお氏 歌手

藺井上　昌巳氏 競輪

藺白石　一郎氏 作家

藺佐藤　正午氏 小説家

藺闍井　研一郎氏 漫画家

藺松永　真理氏
iモード開発・現 バンダイ社外取締役

藺前川　　清氏 歌手

藺村上　　龍氏 作家

藺城島　健司氏 スポーツ選手

藺副島　利宏氏 三井物産㈱代表取締役副社長

藺道家　一成氏 元海上自衛隊・現三井造船顧問

藺杉山　靖樹氏 元海上自衛隊呉地方総監
現 ㈱アイ・エイチ・アイ顧問

藺吉原氏 京都大学医学部

藺原田　泳幸氏
日本マクドナルド会長兼社長兼CEO

藺闍田　　明氏
㈱ジャパネットたかた　代表取締役

藺尾崎　元規氏
花王株式会社 代表取締役社長執行役員

藺EXILE  takahiro 氏 歌手

藺古川　四郎氏 ナイフ職人

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 783,000円

◇

その他の報告



（今週の担当　原口　増穂）

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　鬼木　和夫君
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