
会長　橘F 克和君
みなさま、こんにちは。松の内も明けて、

それぞれお忙しい事と存じます。
この頃になると毎年の事ですが、年賀状を

いただいた方の住所のチェックとか、じっく
り見させていただいて楽しんでおります。
特に添え書きなどを書いておられる方の賀

状を見るのが楽しみです。今年いただいた方
で、刺激を受けた添え書きをご披露させてい
ただきます。
会社での仕入先の役員の方ですが、イチロ

ー語録を引用されていて「小さい事をコツコ
ツ積み重ねていく事が、とてつもなく遠くヘ
行くただ一つの道」。何か力をいただいた気持
ちがして、送ってくださった方の人間力を感
じました。
しかし、皆様もおられると思いますが、20

年以上も年賀状だけのやり取りをしている方
がおりまして、お互いに年賀状を出す必要が
あるのかとか、何とはなしに疑問を感じたり
しますけれども、なかなか止める事は出来ま
せん。いつもの結論は元気にしている証拠に
なると思って自分なりに納得しております。
正月のしきたりを含めて、世の中なんでも

簡略化して、昔からのしきたりをなくしたり
していることが多くなっていますが、伝統を
理解して、するべき事を良く考えて、伝統を
守る事は大事であると思っております。

○ロータリーソング「四つのテスト」

副幹事　円田　浩司君

１．第2740地区ガバナー　高城　昭紀君
「ご報告とお願い」

①2009年8月台湾台風災害義援金ご協力のお礼
2740地区 224,700円寄附

②「ロータリーの2億ドルチャレンジ」の現
状について
募金総額　1億82万3千ドル

（2009年10月末現在）
引き続きチャレンジのお願い

２．長崎国際大学ローターアクトクラブ
12月月報

■出席委員会　委員長　増本　一也君

第59回創立記念例会出欠表送付の

ご案内

来月、2月24日貉 18:30から開催
されます創立記念例会の出欠表
を、本日皆様のセルフボックスに入れさせて
頂きました。私共、出席委員会では、この記
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念例会を皆様のご協力により、100％出席例会
を達成したいと念願しております。皆様、大
変お忙しい事とは存じ上げておりますが、ご
出席の程よろしくお願いします。

親睦活動委員会　米倉洋一郎君
○今月の誕生祝い

藤井　　隆君（1日）
大神　邦明君（1日）
下田　弥吉君（3日）
古賀　　巖君（3日）
石井　正剛君（11日）
円田　浩司君（12日）
芹野　隆英君（13日）
長富　正博君（18日）
山下　尚登君（24日）
黒木　政純君（27日）
佐々木秀也君（29日）
山下　　登君（31日）

親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖君

中村　徳裕君
年末の忘年家族会では、豪華な賞品をいた

だきありがとうございました。会長賞の一流
メーカー製 空気清浄兼加湿器のおかげで、家
族一同すこやかな新年を過ごさせていただい
ております。

藤井　　隆君、大神　邦明君
古賀　　巖君、円田　浩司君

芹野　隆英君、山下　　登君
黒木　政純君、佐々木秀也君
誕生祝いありがとうございます。

■職業奉仕委員長
田中丸善弥君

□職業情報委員会
委員長　　千住　雅博君
副委員長　松尾　弘司君

【上期事業報告】

職業奉仕の理想が実践できるよう、有益な
る情報を発信しました。

【下期事業計画】

職業活動表彰委員会と合同で職場訪問を企
画、立案します。

□職業活動表彰委員会
委員長　　加納洋二郎君
副委員長　藤井　　隆君
委員　　　友廣　慎吾君

【上期事業報告】

職業情報委員会と共に、後期、職場訪問及び
職業活動表彰に関して打ち合わせを行いました。

【下期事業計画】

職業情報委員会と合同で職場訪問を企画立
案し、実施予定。
職業奉仕に関する卓話タイムを実施予定。
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ニコニコボックス

慶　　　祝 ニコニコボックス 本日合計 9,000円

累　　計 514,000円

◇



■社会奉仕委員長
西村正一郎君

昨年コペンハーゲンで開催され
た地球温暖化対策会議では、世界
各国の利害が絡み、なかなか一致したルール
作りができませんでした。
しかしながら、京都議定書に続き一歩前進

して閉幕しましたが、今後この問題を避けて
は通れない段階になっていると思います。
ロータリークラブでも、この環境問題は具

体的に議論されることと思います。
私どものクラブとしても、委員会活動を通

して、会員皆様が環境問題に関心を持って事
業に参加の上、ご協力をお願いいたします。

□地域発展委員会
委員長　　木村　公康君
副委員長　佐々木秀也君
委員　　　立石　徳雄君

【上期事業報告】

1．昨年 7月20日豸 鹿子前西海パールシーで行わ
れたビーチ・クリーンアップに参加し、海岸周
辺のゴミ、空き缶等の収集を行いました。
橋闍会長他15人の会員が参加してくれま

した。（佐世保ロータリークラブの会員の参
加数につきましては、会員の共同事業にし
ては、在籍会員数に対して毎回少ないので
はないかとよく言われますが、できれば会
員数の最低30％の参加率くらいは欲しいと
思います。）

2．前年度からの継続事業であります「世界に
はばたく佐世保人」はすでに編集を終えて、
印刷会社に注文し、製本にかかっています。

【下期事業計画】

1．「世界にはばたく佐世保人」の冊子が、い
よいよ2月に完成します。完成後は、佐世
保市内の小・中学校、高校に寄贈する予定
です。印刷部数は、500冊の予定です。

2．6月開催予定の「佐世保市民大清掃及び空

き缶回収キャンペーン」に多数で参加した
いと思います。先程申しあげましたとおり、
会員多数のご協力をお願いします。

□人聞尊重委貝会
委員長　　大神　邦明君
副委員長　山下　　登君
委員　　　田中丸善保君　　　

【上期事業報告】

1．佐世保市心身障がい害者青成協議会ヘ、会員
の寄付申し込み者を促進しました。その結果
半数以上の方にご協力いただき、1人1,000円
合計44,000円集めることができました。

【下期事業計画】

1．佐世保市内8ロータリークラブ共同で、障
がい者優良雇用事業所と優秀勤労障害者の
表彰を行います。

2．人間尊重にかかわる話を「卓話の時間」で
紹介したい。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■新世代担当理事
有薗　良太 君

□インターアクト委員会
委員長　　中村　徳裕君
副委員長　佐保　　榮君
委員　　　原口　増穂君

【上期事業報告】

新世代奉仕部門の一翼を担う当委員会は
「健全な青少年の育成」を目的に、インターア
クトクラブを担当し、活動してまいりました。
年度当初は、3年生2名、2年生1名で会員数合

計3名という状況でしたが、西海学園高等学校の
菅沼校長先生の強化方針に基づき、顧問の林田
先生、原口先生をはじめ先生方の新規会員の勧
誘が功を奏し、今年度は男子4名、女子5名、総
数9名の会員で活動してまいりました。
今年度の活動については、インターアクト
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の活動として定評のある英会話学習活動を継
続して実施いたしました。また、上期の主な
活動として、前期指導者研修、及び島原で開
催されたインターアクト年次大会に参加し、
さらに12月には島瀬公園前のアーケードでの
歳末たすけあい募金活動も実施いたしました。
今後の活動については、先生方との相談に

基づき実施しながら、次年度の入会促進につ
いても進めてまいりたいと考えております。

事業方針：会員増強

事業内容：①例会の充実。英会話学習活動の
実施。
アメリカ人講師を学校に迎え、
月2回1時間のプログラムを実施。
②前期指導者研修会への参加。
平成21年5月30日
③インターアクト年次大会への参
加。平成21年8月29・30日
④例会での卓話の実施。
平成21年9月9日
⑤歳末たすけあい募金活動の実施。
平成21年12月5日

【下期事業計画】

インターアクト委員会では、新世代奉仕部
門の一翼を担う委員会として「健全な青少年
の育成」を目的に、インターアクトクラブを
担当し、下期の活動を推進してまいります。
今年度は、会員増強の方針のとおり、上期

に新会員の加入を実現し、現在会員数9名で、
例会での英会話学習活動をはじめ、各種イン
ターアクトクラブとしての活動を継続実施し
ております。
今後の活動については、当初の事業計画を、

先生方との相談に基づき実施しながら、次年
度の入会促進についても、特に新入生の勧誘
についても対策を進めてまいりたいと考えて
おります。

事業方針：会員増強（入会促進と会員定着）

事業内容：①後期指導者研修会への参加
②他インターアクトクラブとの交流

③キングスクール、インターアクトク
ラブと聖和女子学院高等学校イン
ターアクトクラブとの合同の活動
を増やす。
④会員定着と増強のための方策と
して、登録制の導入を検討する。
⑤老人ホーム訪問の実施
生徒会執行部と協力して大和町
清風園への訪問を計画

□ローターアクト委員会
委員長　　三浦桂一郎君
副委員長　金氏嘉一郎君
委員　　　安福鴻之助君

山縣　義道君

【上期事業報告】
〔佐世保〕7月4日

「長崎国際大学RAC新旧役員交代式」
2009-10年度の三役を発表・決意表明

〔雲　仙〕7月11・12日
「一泊懇親会」（会長幹事会）
アクトの知識を深める為、クイズをし
ながら体を動かし親睦を深めた。

〔佐世保〕7月20日
「ビーチクリーンアップ」
白浜海水浴場で清掃活動

〔佐世保〕8月7日
「桜ヶ丘学園夏祭り」
ボランティアで参加

〔佐世保〕9月20日
「佐世保東・長崎国際大学RAC合同ス
ポーツ懇親会」
ホストとして企画。スポーツを通し
てクラブ間の親睦を深めた。

〔長　崎〕9月25日
「インターシティミーティング」（会長
幹事会）
平和学習例会後、会長幹事会

〔佐世保〕10月31日・11月1日
「長崎国際大学大学祭（開国祭）」
清掃活動

〔佐世保〕11月14・15日
「RYLA」
青少年育成プログラムに参加
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〔佐世保〕11月1・3日
「佐世保くんち」
松浦町の踊り子として参加

【下期事業計画】

1．平成22年1月16日貍〈国際交流の一環〉
日韓交流の一環として、韓国料理、メキ

シコ料理に挑戦し、他国の食文化や「アジ
アの民族遊び」を通して互いの文化に接す
ることを目的とする。

2．平成22年2月〈社会奉仕委員会〉
盲導犬育成へのボランティア活動として

チャリティーバザーを実施する予定。

3．平成22年5月（もしくは3月）
長崎国際大学RAC5周年事業を計画中です。

□青少年活動委員会
委員長　　幸良　秋夫君
副委員長　溝口　尚則君
委員　　　川冨　正弘君

【上期事業報告】

1．第59回社会を明るくする運動「佐世保学園
意見発表会」への出席
日時／平成21年7月3日貊 13:30～15:30
場所／佐世保学園　体育館　
出席者／橘闍克和会長、幸良秋夫

（出席者200名超）
6名の園生から意見発表があり、橘闍会長

から最優秀賞1名、優秀賞2名の園生に賞状・
賞品を授与するとともに、激励のことばが
ありました。

2．国際ロータリー第2740地区新世代部門地区
セミナーへの出席
日時／平成21年8月2日豸 13:00～16:30
場所／武雄市文化会館1F ミーティングホール
出席者／幸良秋夫　（出席者75名）

【下期事業計画】

1．佐世保学園成人式への出席（開催される場合）

■国際奉仕委員長
中川内　眞三君

国際奉仕委員会の本年度の方針
である「国際間の理解、親善、平
和に寄与しよう」をテーマに3委員会の協力の
もと国際奉仕プログラムを実施しております。

□国際青少年計画委員会
委員長　　曽我　勝宣君
副委員長　黒木　政純君

上期事業として、9月6日豸 東彼杵町文化ホ
ールに於いて、2740地区の「国際奉仕部門合
同セミナー」が開催され、曽我委員長、黒木
副委員長をはじめ、橘闍会長、中川内国際奉
仕委員長、玉野地区ロータリー財団委員の5名
にて出席してまいりました。ロータリー財団
委員会、米山記念奨学委員会、GSE委員会と
分科会が行われ、最後にロータリー国際親善
奨学生、古井陽子さん（アフリカ・ガーナ留
学）の体験発表を聞き、感銘を受けました。

下期事業として、他の2委員と協力し、下期
を全うしたいと考えております。

□財団奨学・米山委員会
委員長　　鬼木　和夫君
副委員長　古原　　進君

上期事業として、9月6日に行われました、
RI2740地区の「国際奉仕部門合同セミナー」
の中で、特に、ロータリー財団委員会、米山
記念奨学委員会の主旨を、例会の時間を利用
してPRさせていただきました。
特に、2009-2010年度 ロータリー米山記念奨
学事業に関する豆辞典の配布をさせていただ
いております。
尚、上期に寄附を頂いた方は
藺ロータリー財団へ　　
福田　金治会員　1,000ドル
安部　直樹会員　1,000ドル
中川内眞三会員　1,000ドル
鬼木　和夫会員　1,000ドル／4名
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藺譛ロータリー米山記念奨学会へ
橘闍 克和会員　100,000円
西村正一郎会員　100,000円
中川内眞三会員　100,000円／3名

以上の方々よりいただいております。ご協
力ありがとうございます。
下期もさらに会員の方々にご協力をお願い

していくつもりです。

□世界社会奉仕委員会
委員長　　松尾　慶一君
副委員長　森　　信正君
委員　　　池田　　豊君

上期事業としては、かねてより計画してお
りました、姉妹クラブの「台南ロータリーク
ラブ」との姉妹クラブ締結更新を行うべく、7
月頃より計画し、11月22日～24日の3日間の日
程で、締結更新訪問団を結成し、39年目の更
新を行ってまいりました。
ご参加いただきましたのは、橘闍会長、石

井幹事、円田浩司副幹事をはじめ、安部パス
トガバナー、福田パスト会長、古賀親睦委員
長、井手孝邦会計、藤井隆会員、東陽三郎会
員、以上9名の方々に、例会に出席の上、締結
更新に立ち会いいただきました。お忙しい中、
ありがとうございました。

台南ロータリークラブ、ラホヤロータリー
クラブには、例年のように「週報」「ロータリ
ーの友」を送付しております。

下期事業としては、アメリカ サンディエゴ
のラホヤロータリークラブとの姉妹クラブ締
結更新年でもありますので、現在作成中です。
今週の内に更新手続きに移行したいと考えて
おります。

引き続き、台南ロータリークラブ、ラホヤロー

タリークラブへの「週報」「ロータリーの友」
の送付を行います。

最後になりましたが、台南RC訪問時には、
先方の事情に精通されておられます、福田パ
スト会長、安部パストガバナーからいろいろ
なアドバイスをお聞きし、参考にさせていた
だきました。また、ラホヤRCとの契約書更新
に関しては、文章の作成からいろいろと、田
中丸善弥職業奉仕委員長にご尽力いただきま
して、誠にありがとうございました。
さすがに佐世保RCは伝統のあるクラブと、

現在まで長く培ってこられた、各個々の方々
の外国クラブとの、フレンドシップに対して
感銘を受けました。この場をお借りして、お
礼を申しあげます。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■会計
井手　孝邦君
上半期決算書、特別会計上期決

算書をもとに説明。
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（今週の担当　小川　芳寛）

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

＊次回例会予告＊

会員卓話　高橋　理一君


