
会長　橘F 克和君
9月6日豸 13:00から開催されました国際奉仕
部門・米山奨学委員長セミナーに、中川内国際
委員長、曽我国際青少年委員長、黒木国際青
少年副委員長共々出席して参りました。内容
については、後ほど委員会報告で報告してい
ただきます。
そのセミナーの中で、財団米山への寄付に

ついて佐世保南RCが40,000千円を超えられた
ので表彰されるとの報告がありました。
合わせて2740地区では、40,000千円を超えら
れたクラブは長崎RCだけだとの地区の委員長
の間違った報告がありました。すかさず中川内
委員長に佐世保RCでは、79,550千円を超えて
おりますと訂正をしてもらいました。
さて今月は「新世代のための月間」です。

今日は新たに担当の先生も変わり、積極的に
活動をされている西海学園インターアクトク
ラブの先生方と生徒の皆さんに出席してもら
っています。後ほど活動状況など、お話を楽
しみに伺いたいと思います。
話は変わりますが、ここ最近社会保険証の

カードが新しくなっております。社会保険に
加入の方はご覧になったと思いますが、我が
家ではひと悶着ありました。
今度のカードには裏側に臓器提供の意思が

あるかどうかの設問がありまして、それに応
えて個人情報保護のシールを貼るようになっ
ています。私は、眼球・心臓・肺・腎臓・す
い臓・小腸など全て提供しますと署名して保

護シールを貼った後に家内に話をしましたと
ころ、驚くほど抵抗されまして困りました。
もっとも本人の意思表示があっても家族の同
意が必要だとの事ですから、どんな事になる
のか分かりません。
実際に提供を受けるのは「心臓＝50歳以下」、

「肺＝70歳以下」、「腎臓＝70歳以下」、「膵臓＝
60歳以下」、「小腸＝60歳以下」との事ですか
ら、私の年齢からいくと肺と腎臓だけのよう
です。やはり臓器提供については人情的にな
かなか難しい事だと実感いたしまして、会長
挨拶といたします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保南RC 竹田磋智夫君
○ゲスト
西海学園インターアクトクラブ
顧問：林田　明浩先生、原口　和子先生
生徒：久野　裕加さん、白川　勇気君

島田　隆明君、闍見　洋平君

幹事　石井　正剛君
１．ロータリーの友事務所
『ロータリーの友』英語版　購入のお願い
年1回発行　2009-2010年度版　11月中旬発行
1冊 525円
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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） 



２．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
地区幹事 F木　義和君
第8回ロータリー全国囲碁大会案内送付につ
いて
日時／2009年11月14日貍
9:30 受付　10:00 開会式　17:00 表彰式

会場／日本棋院会館　東京市ヶ谷
主催／ロータリー囲碁同好会日本支部

（第2580地区ガバナー事務所）
登録料／7,000円

３．第2740地区ロータリーの友地区委員
高田　一始

は じ め

君
「貴クラブの広報活動に関する情報」提供の
お願い

４．第2740地区ガバナー事務所
ホームページ更新のお知らせ
9月2日、9月7日

５．佐世保中央ロータリークラブ
幹事　池永　隆司君

「クラブ現況と活動計画書・報告書」

６．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
会長　宮原　明夫様

入会のお願い　会員一口　100円

■国際奉仕委員会 委員長　中川内眞三君

米山記念奨学部門セミナーに関して

「ロータリー米山記念奨学事業」とは
○日本で学ぶ外国人留学生を奨学金制度とし
て支援する日本の民間最大の奨学財団です。
これには、日本全地区が参加し、ロータリ
ーの多地区合同奉仕活動です。

○米山梅吉氏の遺徳を後世にという思いから
始まり、約50年間にわたり受け継がれて、
いただいた寄付はすべて奨学事業のために
使われます。

○当2740地区では、今年15名の奨学生をお世
話いただいております。

○米山奨学事業は、ロータリアンからの寄付
で活動しているわけですので、本年度も目
標額 1人1万円に近づくようにご協力お願い
申しあげます。

尚、米山寄付金には、普通寄付金（クラブを
通じて定期的にいただく寄付）と、特別寄付（個
人、法人、クラブから任意にいただく寄付）の２
種類があります。※金額の下限はありません。

個人寄付への表彰として、
累計で3万円…準米山功労者

10万円…第1回米山功労者
20～90万円…マルチプル米山功労者
100～400万円…メジャードナー米山功労者

となっております。

☆佐世保RCは米山記念奨学金の寄付の累計は
約7,960万円となっております。

■親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
観月例会のご案内
日時／平成21年10月7日貉 18:30
場所／九十九島観光ホテル
（鹿子前町　TEL 28-2111）

会費／3,000円（当日徴収させていただきます。）
送迎バス／石井海陸興業㈱前　18:00発

朗遊会幹事代理　米倉洋一郎君
10月17日貍 10:30 スタート予定で佐世保CC

にて開催いたします。（ソロプチミストチャリ
ティーコンペに参加）

9月5日貍に第1回朗遊会を行い、23名の方に
参加いただきました。
優勝　安福鴻之助君　40+41=81（21）60
２位　玉野　哲雄君　47+40=87（21）66
３位　田中丸善保君　45+44=89（23）66

親睦活動委員会　高橋　理一君
○今月の誕生祝い

米倉洋一郎君（6日）
中川内眞三君（10日）
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委 員 会 報 告
朗 遊 会 よ り
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友廣　慎吾君（12日）
金氏嘉一郎君（13日）
田中丸善保君（19日）
安福鴻之助君（22日）
西村正一郎君（23日）

親睦活動委員会　田中　信孝君
佐々木秀也君
8月31日で社長を辞任、会長となりました。

今後ともよろしくお願い致します。

菅沼宏比古君
本日は、本校インターアクトクラブの生徒・顧
問教諭がお世話になります。よろしくお願い
いたします。

有薗　良太新世代担当理事
中村　徳裕インターアクト委員長
西海学園高等学校インターアクトクラブの

顧問 林田明浩先生、原口和子先生、インター
アクター　白川勇気 君、闍見洋平 君、島田
隆明 君、久野裕加さんのご来訪を歓迎してニ
コニコします。

安福鴻之助君
朗遊会にて優勝させて頂きました。スコア

はネット60でした。

原田　　孝君
相浦発電所オープンデーのご案内
お客様に「九州電力の活動と相浦発電所の

設備」を紹介する事業所オープンデーを、10
月4日の日曜日、午前10時から開催します。是
非お越しください。詳細は、本日お配りした
黄色いチラシをご覧ください。お待ちしてお
ります。

米倉洋一郎君、中川内眞三君、金氏嘉一郎君
西村正一郎君
誕生祝いありがとうございます。

安福鴻之助君
皆さん、9月22日が何の日かご存知ですか？

実は私のめでたい70歳の誕生日ですが、今年
は特別に国民の祝日として日本全国で祝って
くれることになりましたので、自祝の意でニ
コニコします。万歳!

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君
〔ロータリアン三大義務〕
1．出席
2．会費納入
3．機関誌購読

〔ロータリーの機関誌〕
THE ROTARIAN 英語　50万部弱
世界の公認地域雑誌
ロータリーの友は日本に於ける公認地域雑誌
最大時14万部→ 10万3千部

〔機関誌に代わる地域雑誌の条件〕
1．編集委員会はガバナー代理（PG）、元RI
役員などで構成
日本の場合、「友」委員会の管理下にあ
ること。

2．年4回以上発行
3．RIの指定記事含め50％以上はロータリー
の関連記事掲載。etc.

〔8月号のRI指定記事〕
1．ジョン・ケニーRI会長のメッセージ
新会員を迎え入れる…P. 1

2．エバンストン便り…P. 28
3．ロータリーの基礎知識…P. 33

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 231,000円

◇

ロータリー3分間情報



（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＊

卓話　　田中　龍治会員

この内、日本編は指定記事ではないが読ん
でください。

〔9月号〕
1．会長メッセージ…P. 1
2．エバンストン便り…P. 35

機関誌「ロータリーの友」は、情報誌であ
って広報誌ではない。面白くなくても読まな
ければならない。置いとく、とか、積んどく
などはダメ。ただ、私は地区委員時代、毎月
隅から隅まで読んで、レポート提出。厭にな
ったことも。久しぶりに目を通して、広告の
ページが激減しているのにびっくり。

『年次大会活動報告、感想』

西海学園インターアクトクラブ
顧問：林田　明浩先生、原口　和子様先生
生徒：白川　勇気君（2年）

F見　洋平君（2年）
島田　隆明君（2年）
久野　裕加さん（2年）

クラブ奉仕部門感想
藺窮地に追い込まれたとき、仲間と協力し合
い、自分に何ができるのかを考える自覚を
持つことが大切な事だとわかりました。
藺何か自分でできる事はないかと常に考える
事が大切であるという事がわかりました。

社会奉仕部門感想
藺盲導犬に対する理解が深まり、その重要性
を仲間と話ができた事がよかった。
藺盲導犬募金などの活動をとおして、インタ
ーアクトとして協力できるのではないかと
いう意見が上がり、賛同した。

国際理解部門
藺自然保護の重要性を仲間と話し合う事がで
きてよかった。

藺我々も海岸のごみ拾い等をする事によって、
我々も参加できるのではないかと話し合った。
藺身近な自然の保護活動から大きな自然環境
問題へ繋がるのだと実感した。

西海学園インターアクトとしての感想
いくつものテーマに分かれていても、共通

の考えが必要だと感じました。一人ひとりが
自分のできる事を行う。しかし、多くの場合、
なかなか自分から動くということはできない
事が多いと思います。しかし、ためらってい
ては行動は起こりません。ですから、動ける
人が、我々の様なインターアクトの人間がま
ず動く事が一つの行動を起こすきっかけにな
るのではないかと考えます。「私たちはどうあ
るべきか」という大会テーマのように、イン
ターアクターが考え、行動を起こすことによ
って、周りの人たちも気付いて、行動を起こ
してくれるのではないかと考えます。

卓　　話


