
佐世保ロータリークラブ 会　長蘆橘　　克和　　　幹　事蘆石井　正剛 
 事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
 例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
 http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

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） 

会長　橘F 克和君
皆様、暑中お見舞い申しあげ

ます。
昨日、気象庁はやっと九州北

部の梅雨明け宣言を発表しまし
た。平年より17日、昨年よりは29日遅い発表
という事でした。明けたら明けたで真夏の暑
さに負けずに立ち向かわないといけません
が、どうぞ皆様ご自愛くださいませ。
さて今月は8月と言う事で、「会員増強月間」
にあたります。どんな組織でも自然に任せて
おると転勤・高齢・病気などで必ず減少する
と言われています。多くなれば互いに触れ合
う摩擦熱で組織は活性化すると思います。地
区の方針にありますように純増2名という事
で佐世保RCも年度方針として考えておりま
す。長島委員長を先頭に色々とリストアップ
して計画をされていますが、会員の皆様、是
非とも良い方のご紹介をいただきたくお願い
します。
「ロータリーの友」に掲載されていました
が、京都RCに津田武雄さんという方がいら
っしゃいまして、在籍55年、99歳の現役ロー
タリアンだそうです。会員増強で新会員を迎
える事は勿論ですが、会員が退会しないよう
にする事も大事な事だと改めて感じました。

【第2回理事会報告】
●役員交代式並びに記念懇親会収支報告につ
いて
6月27日　玉屋

●観月例会の予算及び実施内容について
10月7日　九十九島観光ホテル

●名誉会員推戴について
海上自衛隊佐世保地方総監　加藤　耕司氏
昭和28年8月31日　55歳

●ガバナー公式訪問について
8月26日貉 11:30～12:10 会場／東風
クラブ会長・幹事・会長エレクトとの
懇談会

同日　12:30～　会場／玉屋8階例会場
クラブ例会

●台南RCとの姉妹クラブ締結更新訪問につ
いて

●9月例会プログラムについて（新世代月間）
2日　大坪慎一様（ＳＳＫ顧問）
9日　西海学園インターアクトクラブ

顧問先生、生徒
16日　田中龍治会員
23日　祝日
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30日　長崎国際大学ローターアクトクラブ
会員

●事務局お盆休みについて
8月13日貅～14日貊

●第3回・第4回理事会開催日程について
第3回　9月2日貉 11:00～

玉屋休館につき会場変更
→富士国際ホテル

第4回　9月30日貉 11:00～
佐世保玉屋　玉昇庵

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
元佐世保市立図書館長　中本　昭夫 様

幹事　石井　正剛君
１．2009-2010年度地区ローターアクト代表

村上　和哉君
1泊懇親会　開催のご報告書

２．加藤　　保様
佐世保地方総監を辞職し退職のご挨拶状

海上自衛隊佐世保地方総監
海将　加藤　耕司様

7月21日付 総監拝命のご挨拶状

■青少年活動委員会　委員長　幸良　秋夫 君
「新世代部門地区セミナー」報告

8月2日貍、武雄市文化会館に
おいて開催されました、第2740
地区の「新世代部門地区セミナ
ー」に参加してまいりました。2740地区の各
クラブから大勢の担当者が集まり、新世代統

括委員会委員長の挨拶及び活動計画の説明の
後、インターアクト、ローターアクト、ライ
ラ及び国際青少年交換の各委員会からの報告
等がありました。その後、質疑応答が交わさ
れ、特にローターアクトの活性化について熱
心な討議が行われました。セミナーの内容の
詳細については、別途会長に報告いたしまし
たが、各クラブとも会員増強等の種々の課題
を抱えている中で、若い世代を継続的に育成
し、守っていくことの難しさを改めて感じま
した。

朗遊会幹事　加納洋二郎君
皆様、数多くのご入会よろし

くお願い致します。
尚、9月5日貍に、第1回朗遊会
を開会致します。当日銀行関係
のコンペが開催される様ですが、
朗遊会は後に引き続きスタートの予定です。
カード参加もよろしくお願い致します。

親睦活動委員会　小川　芳寛君

才木　邦夫君、中村　徳裕君
中本さんの卓話に期待しています。

安福鴻之助君
「ロータリーの友8月号」たて組の27p、ロー
タリーアットワークの欄に、中川内君の文と
写真「ワインで乾杯！」が載っています。

中川内眞三君
本日配布の「ロータリーの友8月号」の中

に佐世保RC輪飲会の話題が掲載されており
ます。（5月13日 米軍基地内 ハーバービュー
クラブにて開催されました。）
�当日、アメリカの“オーパスワン”という
話題のワインを全員で堪能したという内容で
す。一度ご覧の程お願いします。
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委 員 会 報 告
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朗 遊 会 よ り
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担当は、輪飲会お世話係…安福鴻之助君
ロータリーの友への投稿…安福鴻之助君

中川内眞三
でした。

加納洋二郎君
今年度伝統ある朗遊会幹事を拝命致しま

した。1年間よろしくご協力お願い申しあげ
ます。

古賀　　巖君
広報させぼに見苦しい顔を出して失礼しま
した。動植物園応援隊サザンボスのお手伝い
をしております。佐世保市民の財産でもある
動植物園をサポートしようというグループで
す。動植物の好きな方々を隊員として募集し
ておりますので、ご紹介ください。

『浮草文化考』

元佐世保市立図書館長
中本　昭夫様

１．佐世保という土地柄は、浮草のように流
れてきて、淀みの中に根を下ろす人、何時
の間にか何処かに流れて行った人が生活し
た住みやすい所と親しまれました。

２．よそ者の町と言われる佐世保を故郷と考
え、佐世保人を自負する人は案外少ないの
で、佐世保人が誇りうる、青い海と緑の
山々、天然の良港にも関心が薄いようす。

３．故郷は、生まれた土地ばかりとは限らな
い。人が心の寄りどころにできる土地であ
れば、それが故郷だと言えます。心の寄り
どころとしての故郷のことを、皆さんと真
剣と共に考えたいと思います。

４．佐世保人には、明るくさっぱりとした気
風があり、余所から来た人を受け入れる懐
の深さと広さがあると言われています。

５．海軍を育てたのは、近隣から集まってき
た市民たちであり、その市民の気風が、海
軍の水兵たちに、1に佐世保　2に横須賀
3、4無くて大湊と言わしめました。

６．佐世保人であるためには、佐世保のこと
を観光客などに十分に説明できる知識を互
いに深めたいものです。

７．佐世保の自慢を心に刻んでみましょう。
三川内焼、駅前の教会、佐世保港、緑の山
脈、九十九島など、他の都市では見られな
いものが多いのです。

長谷川無弟先生

「土地柄を大事に、人柄を大切に」

自戒
「ただ一度限りの人生は
余生もなく　老後もなく
厳然たる　ただ一度限りの人生がある」

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 6,000円

累　　計 156,000円

◇



（今週の担当　芹野　隆英）

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
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＊次回例会予告＊

12日　休会
19日　会員卓話　才木　邦夫君

「異常死の死因解明充実を」

資料：「佐世保出身の文人たち」
一般的に出身者という意味には、その地で
生まれた人、その地の学校を卒業して世に出
た人、その地に寄留したことのある人などと
いわれております。
また文人とは、平たく言いますと、文を書
く人ですから、ほとんどの人は文章を書きま
すが、他人に読んで貰い、十分に心が通じる
表現ができる人のことです。その意味では、
佐世保出身の文人は多く、明治時代以後、
100人は超えると思います。文人の中でも高
名な人を挙げますと次のとおりです。

（順不同、敬称略）

秋永　芳郎、穂積　　驚、吉田絃二郎
永石　三男、峰　隆一郎、村上　　龍
佐藤　正午、毛利　甚八、井上　光晴
白石　一郎、金子　成人、森　　英輔
松永　市郎、上村　　肇、力武伊佐夫
矢動丸　広、江口礼四郎、本田　三郎

松永　真理、新谷智恵子、鴨川　　卓
今井　嘉明、小西　宗十、福崎　定美
犬塚　皆春、犬塚　春径、犬塚　藤子
富永　南冠

○佐世保の文人に影響を与えた人
北原　白秋、阿川　弘之、藤浦　　洗
野口　雨情、福田　清人、古賀　稔康
北島　以水


