
会長　橘F 克和君
先般、北海道の道央・道東を中
心に旅行をして参りました。
主な立ち寄り先は旭川・富良

野・網走・知床です。その中で旭
山動物園についての話です。行
かれた方も多くいらっしゃると思いますが、
人口36万人の旭川市にある動物園に、年間
300万人以上の人が訪れるのは何故だろうと
思います。行きました日は平日で、開園時刻
が朝10時です。私たちが到着した時刻は9時
30分でしたが、観光バスが既に20台以上駐車
場に入っていて、もう既に入場門で並んでい
る盛況さでした。
平成7年に小菅園長が就任された頃は、入

場者が年間26万人程度で、廃園の危機にあっ
たそうでしたが、動物の「行動展示」という
お客様の目線に立っての動物園へ改革をされ
ました。その間、色々と紆余曲折があったそ
うですが、10年くらい掛かって、300万人を
超える人が訪れるようになったとの事です。
私たちの商いにも全て相通ずるものがあると
思います。
報告ですが、7月3日貊に佐世保学園の意見
発表会に青少年活動委員長の幸良さんと行っ
て参りました。立派な決意表明に驚きました。
幸良委員長より報告がございます。

次に7月4日貍に長崎国際大学ローターアク
トクラブの役委員交代式がありまして、なか
なか感動的な会でした。詳細は三浦委員長よ
り報告がありますが、前委員長の増本さんや
パスト会長の福田さん、安福さん、山縣さん
のご尽力で軌道に乗りつつある事を実感して
参りました。
事務局の勤務時間についてですが、7月よ

り従来の10時～16時を、9時～17時に変更し
ました。休憩時間はその中に1時間入ります。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　石井　正剛君
１．日台ロータリー親善会議

事務総長　岩尾　　碩
せき

君
（第2580地区）

日台ロータリー親善会議参加ツアーのご案内

開催日／2009年10月10日貍
場　所／台湾「日月潭 雲品酒店」
登録料／10,000円
別紙ツアーコースがあります。

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



2009年度上期普通寄付のお願い

上期会費から１人当たり1,500円振り込み
を致します。

３．第2740地区アクティング・ガバナー
野口　　清君

（前ガバナー　鈴木　泰彦君）
2008-2009年度活動のお礼状

8月末まで業務を行います。

４．第2740地区ロータリーの友地区委員

高田　一始
は じ め

君
「地区内の活動に関する情報」提供のお願い

５．第2740地区インターアクト
委員長　天本　俊太君

インターアクト・クラブ例会訪問のご案内

「例会予定日報告書」提出依頼

6．第2740地区米山記念奨学委員会
委員長　北郷

ほんごう

雅子さん
2009-2010年度「米山奨学生卓話派遣」アン

ケートのお願い

締め切り7月23日まで

7．北松浦ロータリークラブ
会長　赤木　行秀君

40周年記念誌が届きました。

8．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　仲野　優さん

役員交代式ご出席のお礼

■青少年活動委員会 委員長　幸良　秋夫君
7月3日貊、橘闍会長と共に、

矯正教育支援活動の一つとして、
毎年7月の「社会を明るくする運
動」月間に開催されている、佐
世保学園の意見発表会へ参加し
て参りました。発表会では、200名を超える
方々が見守る中、6名の園生から意見発表が

ありましたが、いずれも力強く、また、大変
すばらしい内容の発表でした。役目上、橘闍
会長共々審査員の一員として採点させていた
だき、橘闍会長から最優秀賞1名、優秀賞2名
の園生にそれぞれ賞状と賞品を授与するとと
もに、激励をいたしてまいりました。

■ローターアクト委員会
委員長　三浦桂一郎君

去る7月4日貍、ハウステンボス
JR全日空ホテルにて「長崎国際
大学ローターアクト新旧役委員
交代式」ならびに「懇親会」が
行われました。佐世保ロータリー
クラブから、安部パストガバナーをはじめ、
橘闍会長およびロータリーメンバーから多く
のご参加を頂き、無事終えることができまし
た。参加者の方々にはお忙しい中、有り難う
ございました。

日　時／7月4日貍 19：00～21：00
場　所／ハウステンボスJR全日空ホテル
出席者／安部直樹パストガバナー、橘闍克

和会長、石井正剛幹事、有薗良太、
円田浩司、福田金治、井手孝邦、
増本一也、松尾文隆、中川内眞三、
西村正一郎、大神邦明、芹野隆英、
田中丸善弥、安福鴻之助、三浦桂
一郎、山田（事務局）

計17名（敬称略）

親睦活動委員会　小川　芳寛君

○今月の誕生祝い

名誉会員　加藤　保様（25日）
松本　英介君（1日）
田中丸善弥君（4日）
中村　徳裕君（6日）
木村　公康君（27日）
池田　　誠君（28日）

（2）

委 員 会 報 告

慶　　　祝



（3）

親睦活動委員会　田中　信孝君

西村正一郎君
ローターアクト役委員交代式では、前年度
増本委員長に対して会員より感謝の言葉や、
一人ひとりから記念品の贈呈があり、増本さ
んのこれまでのご苦労を感じました。交代式
で涙を見たのは初めてでした。
増本さん、ご苦労さまでした。

増本　一也君
先日の長崎国際大学ローターアクトクラブ
の交代式に、皆様の多数のご出席を頂き、有
り難うございました。メークアップはロータ
ーアクトでという事で、今年も三浦委員長を
よろしくお願いいたします。

飯田　満治君
7月5日豸、西海パールシーで開催しました、
西海国立公園九十九島オープンウォータース
イミング大会は、延べ350名の参加者で天候
にも恵まれ無事終了することができました。
多数の方々にご協賛やご協力を頂き、誠に
ありがとうございました。ローターアクトか
らもボランティアで応援に来て頂きました。
尚、当日は会員の小川芳寛さんも800Mク

ラスに参加いただき、見事に完泳されました
ことをご報告致します。昔、水球の選手だっ
たそうです。

松本　英介君、中村　徳裕君
木村　公康君、池田　　誠君
誕生日祝いありがとうございました。

ロータリー情報委員会委員長　下田　弥吉君
私の職業は食品の卸業です。

最近は産地偽装表示、中国産の
うなぎを浜松産といったり、工
業用糊に使う米を食料用に販売
して儲けてみたり、とにかく話
題に事欠かないほど次々に事件がおきていま
す。
最近の漢字検定試験事件、奈良の病院の不
正診療報酬、次々といい加減な出来事が頻発
しています。仕事、職業に対して倫理観が非
常に薄くなってきていると思われます。
さて、ロータリーの創始者ポールハリスは
職業奉仕とは何かという問いに対して、「職
業倫理を守って自分の職業を続けることだ」
と極めて単純明快に答えています。勿論わが
国でも同様の仕事に対する考え方、あるべき
論がしっかりとあります。日本資本主義の立
役者である渋沢栄一の有名な言葉に「左手に
算盤　右手に論語」という言棄があります。
渋沢栄一は企業を発展させ、国を豊かにする
には、道徳と経済の一致をいつも心がけてい
ました。商工業者がその考えに基づき、自分
たちの利益のために経済活動を行うことが個
や公の利益に繋がるとしました。近江商人の
いうところの商売の基本理念「三方良し」も
同じことかと思います。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 7,000円

累　　計 73,000円

◇

ロータリー3分間情報



（今週の担当　平尾　幸一）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

（4）

■社会奉仕委員長
西村正一郎君

■新世代担当理事
有薗　良太君

■国際奉仕委員長
中川内眞三君

■08-09年度決算報告
09-10年度収支予算書
井手　孝邦君

詳細は、クラブ活動報告書に記載されてい
ます。

＊次回例会予告＊

卓話　譖佐世保青年会議所

理事長　一田
い ち た

晶壽
しょうじゅ

様
（宗教法人　九品寺）

「まちづくりと人のつながりの大切さ」

ロータリーの綱領である四つのテストは建
前ではありません。そこには職業に対する考
え方がしっかり示されています。資本主義の
世の中ですから競争原理という厳しい現実は
ありますが、それでも一線を超えてはいけな
い企業倫理という歯止めがあるはずです。


