
会長　遠田　公夫君
コンニチワ！ついこの間まで、夢物語であ

った高校野球の全国制覇を、隣町の清峰高校
がやってくれる一方、佐世保と関わりのある
ボストン大学の下村名誉教授がノーベル化学
賞を受賞するなど、地方都市にとっては嬉し
い非日常的な事ばかり続きました。そのどさ
くさに紛れて、先週はこれまた非日常的な映
画例会などをやらかしまして大変失礼致しま
した。ただ大勢お見えになったご夫人が大変
喜んでおられ、もっと色々と企画をするよう
にハッパをかけられました。又、ご主人の代
わりにメークアップにならないの？と言われ
ましたが、「お代官様、後生ですからそれだけ
はご勘弁ください」とご納得戴きました。
4月はエイプリルフールの日が観桜例会、8

日は休み、15日は映画例会、久々に普通の例
会になりホッとしたのも束の間、来週、再来
週と今度は2週連続休会日となります。どうか
良いお年をと言いたくなる位の、カレンダー
のイタズラですが、どうか、楽しい連休をお
過ごしください。
私と幹事は、今日、陸上自衛隊の観藤会に

参加致しますが、川柳を求められましたので、
5句作り届けました。ここでは美しい2句だけ
紹介致します。
観藤会、愛宕冨士（藤）見て　また一献

藤紫
ふじむらさき

桜の後の　風流も良し
残り3句は会報に掲載致します。

尚、ホテル業界と行政が連動し、24日より5
月末まで、「佐世保に泊まって上海・蘇州4日間
の旅を当てよう!」という宿泊業界活性化キャ
ンペーンを始めます。中国旅行の他にも、佐
世保の土産品が1,000人に、ライブハウスや外
人バーで使える佐世保でナイト券1,000円分が
2,500名に当たるなど、地産地消も絡めた企画
を盛りだくさん準備致しましたので、どうか
地元のホテル旅館を応援くださいますようお
願いし挨拶と致します。

観藤会　紫匂い　美酒旨し
藤棚で　しみじみ語る　大人の恋
観藤会　遠目の葉桜　夢の後

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
第2740地区ロータリーの友委員
佐世保南RC会員
させぼ夢大学理事長
近藤　正人様

幹事　木村　公康君
１．国際ロータリー
①ROTARYWORLD 4月（四半期刊行物）
②The rotarian誌 5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．譛ロータリー米山記念奨学会
感謝状
功労者　鬼木和夫会員

３．第2740地区 2009～2010年度ガバナー
高城　昭紀君

①委嘱状
玉野哲雄会員
ロータリー財団
委員会地区委員

②インターアクト委員長 天本　俊太君
2009～2010年度インターアクト前期指導者
研修会のご案内
日時／平成21年5月30日豸

13:30点鐘　16:00閉会
場所／東彼杵町総合会館　教育センター

（長崎県東彼杵町）
出席対象者／
ロータリアン：次年度IA委員長、副委員長
高校：IA顧問教諭、IAC会長、副会長、幹事

４．ライラ地区委員長 鶴田　明敏君
ホストクラブ大村北RC会長　西田　　猛君

実行委員長　音成　征彦君
4月11日～12日　第30回RYLA終了お礼

５．佐世保北ロータリークラブ
会長　鳥越　敏博君

創立25周年実行委員長　福田　俊郎君
創立25周年お礼状

６．大村ロータリークラブ
週報No29－32

７．佐世保市長 朝長　則男様
市立図書館寄付お礼状

8．海上自衛隊第2護衛隊群司令
海将補　野口　　均様

印度海軍艦艇入港親善レセプションご案内
日時／平成21年4月26日豸 18:30～20:30
場所／立神岸壁 護衛艦「くらま」艦上

■次年度会長 橘F 克和君
次年度クラブ組織図の発表
本日、セルフボックスに次年度のクラブ組

織図及び各委員会の担当役割一覧表を入れて
おります。基本的に在籍年数の短い方は、出
席か親睦のどちらかに一つと、別の委員会に
も配属されて、早くロータリーの事を勉強し
ていただきたいと考えています。他の方は、1
名1委員会として、その委員会に専念してもら
うようにしております。
配属につきましては、過去の委員会配属経

歴を調べて配属を決めさせていただきました。
この様な委員会組織で次年度は運営したい

と思っております。非常に不景気の風が吹い
ている中でお仕事ご多忙の中でありますが、
どうぞロータリーも楽しんでいただきながらお
力添えをいただきますようにお願い致します。

■次年度幹事 石井　正剛君
2009～2010年度 委員会事業計画書提出のお願い
5月13日までに委員長より大委員長、
5月20日までに大委員長より幹事へ
ご提出ください。

朗遊会幹事　円田　浩司君
2008～2009年度第5回朗遊会を下記の通り開

催致しますので、ご参加をよろしくお願い致
します。
日程／平成21年5月16日貍
時間／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

安福鴻之助君
第3回　輪飲クラブのご案内
今回はアメリカで最も高名なワイン「オー

パスワン2003年」を使用してのワイン会を下
記の通り開催します。
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委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

輪飲倶楽部より
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日時／平成21年5月13日貉 午後6時30分～
（石井海陸興業前　午後6時集合）
べ一スタクシーを乗り合わせで利用
します。

場所／米海軍佐世保基地内
ハーバービュークラブ　リバティルーム

会費／お一人10,000円

親睦活動委員会　加藤　陽一君
○今月の誕生祝い
円田　　昭君（5日）
玉野　哲雄君（26日）
遠田　公夫君（26日）
山縣　義道君（28日）

出席委員会　斉藤　宏隆君
○永年会員表彰出席100％
松尾　弘司君（47年）
田中丸善保君（40年）

○出席100％表彰
円田　三郎君（43回）
山縣　義道君（26回）
森　　信正君（25回）
黒木　政純君（7回）
長富　正博君（4回）

親睦活動委員会　納所　佳民君
○結婚記念月のお祝い
安部　直樹・恵美子様ご夫妻（1日）
曽我　勝宣・節子　様ご夫妻（10日）
平尾　幸一・透江　様ご夫妻（14日）
円田　　昭・美和子様ご夫妻（20日）
闍田　俊夫・伸子　様ご夫妻（23日）
石井　正剛・佳子　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　池田　　誠君

佐世保南RC 近藤　正人君
雑誌月間に因んで卓話を仰せつかりました。

どうぞよろしくお願いします。

遠田　公夫会長、鬼木　和夫君
中川内眞三君、安福鴻之助君、山縣　義道君
井上　斉爾君、井手　常博君、飯田　満治君
中村　徳裕君
本日卓話されます2740地区ロータリーの友

委員及びさせぼ夢大学理事長で南ロータリー
クラブ近藤正人様の卓話に期待して。

松尾　文隆君
先月の朗遊会にて優勝しましたのでニコニ

コします。

古賀　　巖君
ロータリーの友今月号のたて組7ページに佐

世保南ロータリークラブの弁天島の看板の写真
と記事が載っておりますが、弊社にて製作さ
せて頂いた看板です。場所がら大変難しい作
業でしたが、なんとか設置することができま
した。
昨年は地区大会をはじめ、南ロータリークラ
ブの皆さんに大変お世話になりました。あり
がとうございました。

安福鴻之助君
先月の結婚記念のお祝いありがとうござい

ました。

円田　　昭君、玉野　哲雄君、遠田　公夫君
山縣　義道君
誕生祝いありがとうございます。

円田　三郎君、山縣　義道君、森　　信正君
黒木　政純君、長富　正博君
出席100％表彰および永年会員表彰ありがと

うございました。

安部　直樹君、曽我　勝宣君、円田　　昭君
F田　俊夫君、石井　正剛君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 29,000円

累　　計 922,000円

◇



（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＊

4月29日、5月6日　祝日休会
5月13日　卓話

会員　田中　信孝君
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『読まれざるベストセラ－“ロ－タリ－の友”』

国際ロ－タリ－第2740地区
ロ－タリ－の友地区委員
近藤　正人　様

ご承知の通り、ロータリアンに
は三大義務があります。会費の納入、例会出
席、そして、『ロ－タリ－の友』の講読です。
4月は「ロータリー雑誌月間」です。世界中のロ
ータリアンにとって不可欠な情報源であるロー
タリー雑誌の重要性を認識する特別月間です。
ロータリーの雑誌には国際ロータリーの公

式機関誌であるロータリアン誌（The Rotarian）
と、RI理事会が承認した公式地域雑誌（ロ－タ
リ－の友）があります。
ロータリーの雑誌がなかったら、私たちは、

世界中のロータリーで行われている、さまざ
まな活動を知ることはできません。私達は
『友』誌を購読することによって国際協議会や
国際大会の内容や光景を知ることができ、世
界中の場所で行われている素晴らしいロータリ
ー・プロジェクトをも知ることができ、ロータ
リー雑誌の紙面を通してロータリーを楽しむ
ことができます。
「ロータリーの雑誌の中に、ロータリーの心
を見つける事を求めよう」と言われます。こ
んな話を聞きました。
「ロータリーの雑誌はロータリアンには欠か
せない食事であり、わけても『ロータリーの友』
は日本のロータリアンにとっては不可欠の栄
養源。ロータリーの友委員会で如何にいいメ
ニューを考え、ご馳走を用意しても、これを
食べる人に食欲がなければ意味がありません」
と。しかし、なかなか食欲旺盛の方は少ない
ように思われます。
そのことで、「読まれざるベストセラ－ロ－

タリ－の友」等と言われるようですが、大変
残念な事であります。会員一人ひとりがロー

タリーに前向きになり、読む、聞く、体験す
るなどして一度ロータリーにぶつかり、『ロー
タリーの友』の中にロータリーの心を見つけ
ることが大切ではないでしょうか。そうする
と、それなりに何らかの感動が得られ、更に
もう一歩突っ込んで知ろうとするようになり
ます。
今後の『ロータリーの友』の方向性を考え

ますと、ロータリー章典において、ロータリ
ーの地域雑誌（ロ－タリ－の友）には、印刷媒
体と電子情報媒体の両方を含めるということ
が規定されました。印刷媒体に加えて、電子
情報媒体を、地域雑誌を構成する両輪の一つ
であるとする決定は、国際ロータリーとして
もウェブを情報伝達のツールとして正式に認
知をし、さらに、積極的に活用していこうと
いう姿勢を明確にしたものと考えることがで
きます。
このような変化に対応するために、『ロータ

リーの友』は『友』委員会が作っていた rotary-
no - t omo . j pと、ガバナー会より移管された
rotary.or. jpの2つのホームベージを統合して
Rotary Japanとして『ロータリーの友』の電
子情報媒体としての役割を担うことになりま
した。『ロータリーの友』委員会が、電子媒体
を含めた地域雑誌としての新しい責任を担い、
日本のロータリアンに対してロータリー情報
を発信していく上で、さらに重要な役割を増
していくという中で、必要な改革が推進され
たと考えることができます。

卓　　話


