
会長　橘F 克和君

2週間のご無沙汰でした。お盆
の行事も終わり、お仕事に加え
選挙活動でもお忙しい方もいら
っしゃると思いますが、どうぞ
暑い中ご自愛くださいませ。
会長報告ですが、この6月を以て退会され

ました闍橋章文様宅へ伺いました。退会に際
し、国際交流基金に多額のご寄付をいただい
ており、活動報告書を持参し、お礼を申しあ
げてきました。7月にお亡くなりになりまし
た頼子夫人のお悔やみを申しあげ、お参りさ
せていただきました。その際、友愛基金に、
お手紙をそえて10万円のご寄付をいただきま
した。そのお手紙を披露させていただき、会
長報告といたします。

梅雨明けもおそく毎日暑苦しい日が続き

ます。

佐世保ロータリークラブの皆様にはご清

祥のことと存じます。さて、先般　妻 頼子

死去に際しましては、会員の皆様のあたた

かいご芳志を賜りありがとうございまし

た。私も少し落ちついて仕事に専念いたし

ております。

実は、女房は旅が大好きでした。小さな

旅、大きな旅、いずれも楽しんでおりまし

た。旅好きになったきっかけはロータリー

クラブでした。

福岡・宮崎・地区大会への参加、そして

初めてのヨーロッパ旅行としてローザンヌ

の国際大会、モントリオール、ローマと参

加させて頂き、旅の素晴らしさを満喫した

ようです。勿論クラブの家族旅行によく参

加させて頂きました。一番ロータリーを楽

しんだ一人だったかと思います。本当にお

世話になりました。女房に代わってお礼を

申しあげます。ありがとうございました。

つきましては、些少ではございますが感

謝の気持ちとして友愛基金に納めさせて頂

きたく存じます。宜しくお取りはからいお

願いいたします。

平成21年8月

�　　　　　　　　　　　　I橋　章文

佐世保ロータリークラブ

会長　橘I 克和　様
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○ロータリーソング「我らの生業」
○ゲスト
長崎国際大学RAC
会計　松永　夕加さん

副幹事　円田　浩司君

１．台南ロータリークラブ
会長　
Gong Shu Chyuan

台湾台風の近況報告と日本
の台風お見舞い

２．E富　誠也元会員
暑中お見舞い

３．国際ロータリー日本事務局
ロータリーレートお知らせ

9月　1ドル 94円

４．譛ロータリー米山記念奨学会
事務局長　坂下　博康君

「ハイライトよねやま114号」がメールで
届いております。ホームページをご覧くだ
さい。

５．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
地区大会実行委員長 古瀬　　亨君
2009-2010年度地区大会のご案内

10月30日貊 Rl会長代理歓迎晩餐会
雲仙観光ホテル

10月31日貍 大会本会議他、記念懇親会
11月1日豸 記念ゴルフ大会

（詳細回覧）

６．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
国際奉仕統括委員長 前田　博憲君
国際奉仕部門及び米山奨学委員長セミナー

開催について

キム ヒョン ミン 

①日時／平成21年9月6日豸
12:30～受付　13:00～17:00

②会場／東彼杵町総合会館文化ホール
③出席要請／会長、国際奉仕委員長、

各委員会委員長

7．地区職業奉仕委員長 岩崎　修一君
職業奉仕セミナー開催について

①日時／平成21年9月19日貍
13:30 受付
14:00～17:10
17:10～18:30 懇親会

②場所／諫早市　観光ホテル道具屋
③登録科／5,000円（懇親会）
④出席要請／クラブ職業奉仕委員長

８．佐世保東ロータリークラブ
2009-2010年度クラブ現況と活動計画書

９．提唱　佐世保東ロータリークラブ
会長　前田　和隆君

佐世保東ローターアクトクラブ
会長　西山　尚吾君

地区代表公式訪問例会のご案内

①日時／平成21年8月20日貅　20:00～
②場所／国際運輸株式会社
③登録料／1,000円

10．譛米山梅吉記念館
理事長　渡邊　脩助様

①譛米山梅吉記念館創立40周年記念式典の
ご案内
1. 日時／平成21年9月19日貍

12:40 受付　14:00～記念式典
2. 場所／米山梅吉記念館
②賛助会へのご入会お願い

お１人　年間3,000円
③米山梅吉記念館 館報 2009年秋号

11．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　仲野　　優さん

①8月12日　公式訪問例会ご出席のお礼
②7月11日～12日　ローターアクト１泊懇親
会（第1回会長幹事会）報告書
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■会員増強委員会 委員長　長島　　正君

皆さん今日は、会員増強委員
会の長島です。今月、8月は会
員増強および拡大月間というこ
とになっています。会員増強委
員会の委員長を仰せつかっている立場上、
暫く会員増強についてお話をさせていただ
きます。
今月号の「友」に第2740地区の地区幹事で
島原RCの高木義和さんが「飛躍的な会員増
強をめざして」と題して寄稿されていました。
概略を紹介しますと、日本のロータリアンの
減少が止まらない。日本の会員動向は、ピー
ク時の1996年11月末から2009年5月末現在ま
での間に35,804人の退会があり、残念にも13
年連続で減少が続いている。退会理由は、死
亡・転勤・社業不振など、幾多の原因があり
ますが、この減少傾向は社会情勢などからま
だまだ続く気配です。私達ロータリアンにと
って会員減少にストップをかけることが緊急
課題であり、知恵と努力を傾けることが重要
なことです。地区では、会員減少阻止と会員
増強の方策として次の重点項目をかかげ、年
間を通じて実施します。
①会員維持に細心の注意と関心を払う
②入会3年未満の会員の教育充実をはかる
③退会者の再入会勧誘を推進する
④会員増強のための広域ネットワークを周
知徹底、活用、推進する
⑤楽しい例会のために、より一層の充実を
推進する
⑥女性会員誕生をより一層充実推進する

以上の6項目でありますが、先ずトップに
掲げられている、①会員維持にクラブ会員が
細心の注意と関心を払う事が重要だと思って
います。

【参考】佐世保RC 会員数推移
1993年　111名（ピーク）
1997年　100名
2001年　 90名
2005年　 80名
2009年　 74名

まさに、数は力なり。会員増強がなければ
クラブの発展はありえません。会員の皆様方
からの新会員のご推薦と情報の提供を切にお
願いを申し上げます。

■長崎国際大学RAC

会計　松永　夕加さん

〔松永さん〕

先週8月12日貉に20時より行わ
れた公式訪問と平和学習例会の
現在の状況について報告致しま
す。会長の橘闍様をはじめ、安部様、福田様、
安福様、有薗様、増本様、三浦様の7名の方
と、2740地区ローターアクト地区委員会より
4名が出席され、総勢27名で公式訪問を行い
ました。
理事懇談会では、現会員人数、提唱ロータ
リーと連絡をとっているのか等の質問があ
り、私達のクラブには毎回必ずロータリーの
方々が参加され、メインテーマにも卓話者と
して参加して頂いていることを報告したとこ
ろ、「ローターアクトクラブでここまでロー
タリーの方が参加されているクラブも珍し
く、本当に羨ましい限りです」との評価を受
けました。いつも協力して頂き本当にありが
とうございます。
また、私たちクラブは今年度から国際奉仕
委員会と社会奉仕委員会のふたつのクラブを
立ち上げました。現在最も進行しているのは
平和学習例会であり、これは長崎東ローター
アクトと合同で計画をしています。現在行っ

委 員 会 報 告

その他の報告
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ていることは、2740地区の各クラブに平和学
習例会をしてほしいと案内を出し、大学では
食堂と図書館の2ヵ所に折り鶴BOXを設置し
ていることです。この趣旨としては、アクト
メンバーだけでなく学生にも平和について、
そしてローターアクトについて知ってほしい
ということからきています。10月18日に長崎
にて千羽鶴を奉納したいと考えています。
これからも長崎国際大学RACをよろしくお
願いします。

〔金君〕

8月12日に行った公式訪問例会
では、メインテーマ、平和学習
例会として核兵器について考え、
核兵器ゼロにするのが可能なのか、に関して
討論を行いました。ゼロにするのは不可能と
いう意見が多かったのですが、核兵器の恐ろ
しさや、長崎、広島、そして、韓国人の私も
日本の平和についてもう一度考えてみるいい
機会になりました。
以上、報告を終わらせていただきます。本
日、例会に参加させていただき本当にありが
とうございました。

朗遊会幹事　加納洋二郎君

朗遊会より第1回コンペのご案
内を致します。
9月5日貍 佐世保C.C、集合

12:10です。カード参加も宜しく
お願い致します。
前年まで入会されていない方で、今年はゴ
ルフをやろうと考えておられる方、加納まで
申し出てください。年会費12,000円です。

井手　孝邦君

「山小舎の灯」合唱

親睦活動委員会　納所　佳民君

○今月の誕生祝い

名誉会員
フランシス　ザヴィエル　マーチン様（17日）

溝口　尚則君（4日）
橘闍 克和君（8日）
松尾　慶一君（11日）
田中　龍治君（11日）
才木　邦夫君（16日）
副島　正義君（27日）

出席委員会　斉藤　宏隆 君

○出席100％表彰

立石　徳雄君（31回）
安福鴻之助君（31回）
菅沼宏比古君（12回）

朗 遊 会 よ り

歌 の 時 間

慶　　　祝
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親睦活動委員会　米倉洋一郎君

橘F 克和会長、中島　祥一君

芹野　隆英君、黒木　政純君

納所　佳民君、金氏嘉一郎君

山縣　義道君、梅村　良輔君

古賀　　巖君、F田　俊夫君

池田　　誠君、増本　一也君

遠田　公夫君、飯田　満治君

才木さんのきっと素晴らしいであろう卓話
に大いに期待します。

川冨　正弘君

ニュースには出ておりませんが、佐世保で
もいたるところで新型インフルエンザが集団
発生しておりますので、自己対策をしっかり
してください。警告の意味でニコニコします。
全国で5番目の数だそうです。

立石　徳雄君、安福鴻之助君

菅沼宏比古君

出席100％表彰ありがとうございます。

橘F 克和君、溝口　尚則君

松尾　慶一君、才木　邦夫君

副島　正義君

誕生祝いありがとうございます。

『異状死の死因解明の充実を』

会員　才木　邦夫君

皆さんご存じの、アメリカの
推理作家、パトリシア・コーンウェルの代表
作である検屍官シリーズの主人公、ケイ・ス
カーペッタ。死者の人権を擁護するために、
持ち込まれるいかなる遺体の死因をも究明
し、犯罪捜査などに縦横無尽に活躍する。
シリーズがスタートして以来、ファンの一人
である。
死因を究明するという、いわゆる検視を

めぐっては、欧米と比べて、あまりにも体
制不備が指摘されてきた日本の制度だが、
関係者の尽力で、ここにきてようやく動き
出そうとしている。5月15日付の長崎新聞2
面に小さいながら「死因究明基本法制定を
与党議連が提言決定」との記事があった。
既に民主党も死因究明改善に向けた法案を
提出しており、超党派でなんとしても実現
してほしいものだ。
日本法医学会が今年1月に発表した「提言

日本型の死因究明制度の構築を目指して
―死因究明医療センター構想―」によると、
人の死亡には病死や老衰などの自然な死
（普通の死）と、自然でない死（異状死）が
あり、異状死については国民に通報義務を
課し、国の主導で死因を究明していくこと
が、どの国にも共通する社会制度（検死制
度）である。この検死制度は死者の尊厳だ
けでなく、死者の死因を尊い教訓に、生き
ている人の人権も守るうえで重要な役割を
担っていることに、われわれはもっと気づ
くべきだと思う。
英米ではコロナー（検死官）制度があり

（米はこれを基に独自の検視制度に発展、ス
カーペッタは警察とは独立した検視局の法
医学者）、異状死の場合、コロナーの責任で
事件を調査し、犯罪捜査が必要かどうかが

卓　　話ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 23,000円

累　　計 179,000円

◇
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決定される。欧州にはこのコロナー制度は
ないが、専門的な法医学医師が死体検案を
行い、死因不明の場合は解剖によって突き
止めることが厳格に制度化されている。つ
まり、最初から医療の専門家がかかわって
判断を下していることになる。
対して日本は異状死の通報はすべて警察

に集約され、警察が犯罪性があるかどうか
のふるい分けを担当している。刑訴法では
異状死の場合、検察官が検視することにな
っているが、実際の現場では警察官が代行
して検視している場合が多い。この段階で、
犯罪性が疑われれば司法解剖となるが、逆
に犯罪性がないと判断された場合には、一
般の医師や警察嘱託医が所見のみの検案で
死因が決まってしまうことになる。しかし
ながら、死因究明にはどうしても体内の組
織の状態を見る解剖が不可欠といわれ、解
剖されない場合、死因の特定が閉ざされ、
のちのち悲劇を生むことになる。
（2009年5月15日、長崎新聞HP・長崎新聞＠コラムから）

（今週の担当　池田　　誠）

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＊

26日　高城　昭紀ガバナー公式訪問


