
会長　橘F 克和君
先程11時より今年賀寿をお受けになります、

米寿の副島正義さん、喜寿の井手常博さん、
還暦の才木邦夫さん、原口増穂さん、加藤
陽一さんですが、亀山八幡神社にて御祓いを
受けられ、皆様とともに祈願をして参りまし
た。これからもますますお元気でご健勝を祈
念致します。
高齢でのご活躍といいますと、今回のJAL再
建にかかられます京セラの稲盛和夫さんは、2
月2日で78歳になられました。
一昨日の記者会見でも壮健ぶりを披露され

ていましたが、お力を発揮されて見事再建に
ご尽力される事と思います。私は稲盛さんの
勉強会に所属しておりまして、勉強会の「盛
和塾」についてご披露をさせていただきます。
現在の塾数は61塾ありまして、日本だけで

なく、アメリカ、ブラジル、中国、台湾にも
広がっています。塾生は5,589名がおりまして、
年に1回全国大会があり、約3,000名の出席で開
催されております。この勉強会の塾生の中で
も、刺激を受けて上場された企業が多数おら
れます。長崎での開塾が16年前で、毎月勉強
会を開催して稲盛さんのフィロソフィー等を
学んでおります。12年前に長崎のリゾート地
の伊王島にて、長崎盛和塾主催で大会を開催
しましたが、その当時66歳の稲盛さんが来ら
れまして、私はたまたま役員をしていました
ので、宴会のときに横に座らさせていただき

ました。その時にふっと「ここのリゾートは
駄目になるねと」おっしゃいまして、何事も
厳しく見ておられることを感じました。その
後は皆様もご存じの通りですが、今は別の形
態で運営されております。
このお歳でも稲盛さんがご活躍をされてい

る事で刺激をいただいております事をご披露
して挨拶とさせていただきます。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
国土交通省　長崎河川国道事務所
大儀　健一様
江原　耕一様

幹事　石井　正剛君
１．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
①ロータリー財団 ポール・ハリス・フェロー
任証状・バッヂの伝達
鬼木　和夫君

②地区ホームページ更新のお知らせ
1月26日
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２．第2740地区ガバナーエレクト
高原　武彦君

次期地区ガバナー国際協議会出席報告と
次年度テーマのお知らせ
「地域を育み大陸をつなぐ」

３．大村ロータリークラブ創立50周年実行委員会
大会会長　高瀬　正之君
実行委員長　木下　一功君

創立50周年記念式典・祝賀会のご案内
日時／平成22年3月13日貍

受付16:30～　式典17:15～
祝賀会18:30～

会場／長崎インターナショナルホテル

市民公開記念講演会（全席自由）
日時／平成22年3月13日貍

開場13:00 開演 14:00 
会場／シーハットおおむら さくらホール

４．㈱クマヒラ　㈱熊平製作所
会長　熊平　雅人様

（東京RC会員）
「抜粋のつづり　その六十九」

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
堀　　隆博君

国際文化体験 報告書　1月16日貍開催

■出席委員会 委員長　増本　一也君
メークアップのご報告について
皆様、いつも例会にご出席頂き有り難うご

ざいます。出席委員会からのお願いですが、
例会に欠席された時のメークアップについて、
最近、あまり自主申告される方が少なくなっ
て、事務局の負担が大きくなっております。
メークアップはあくまでも自主申告となって
おりますので、よろしくお願い致します。

■親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
本日、午前11時から亀山八幡宮にて長寿祈

願祭を実施しました。ご参加の皆様、有り難
うございました。
また、午後6時30分から富士国際ホテルで祝

賀会を行いますので、多数ご出席くださいま
すようお願いいたします。

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君
2月は世界理解月間ですが、特に
紹介したい記事が無かったので、
縦組12ページ　卓話の泉
Ｄ.2670 高知RC 日銀高知支店長
衛藤公洋さん「日本銀行」を紹介
します。
明治の初め、第1から第153まで、153銀行が

独自にお札を発行していましたが、西南戦争
のときに全国で大量のお札が発行されてイン
フレになりました。その反省をふまえ、お札
の発行を一元化する為に、明治15年に日銀が
設立されたのです。
その日銀法46条2「日銀券は法貨として無制

限に通用する」（印刷原価16円）としてあり、
受け取る人が断れないと法律で定められてい
ます。
この様な支払い手段は他にはありません。

つまり、「金貨で払え」はダメ！。その為にお
札の信用が落ちるのを防ぐインフレ対策とし
て金融政策が入念に行われています。
これとは別に、通貨の単位及び貨幣の発行

等に関する法律（その第7条「貨幣は額面価格
の20倍までを限り、法貨として通用する。」）
があります。つまり、額面価格までは受け取
らなければならないが、それを超えたら拒否
できる。ということです。（1円玉でも100円玉
でも、20個超えたら受け取り拒否可）
ところで、お札は無制限に受領しなければ

ならないが、その重量は？　1,000万円：1㎏、
1億円：10㎏です。3億円強盗は30㎏超を抱え
て逃げたわけです。4億円は一度に紙袋では運
べない、ということをお話して終わります。
六法全書のチェックは松本英介さんにお世

話になりました。ありがとうございました。

親睦活動委員会　小川　芳寛君
梅村　良輔君
国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事
務所　大儀所長様のご来訪を歓迎し、卓話に
期待申しあげます。西九州自動車道の延伸の
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一翼を担わせて頂いております。例会終了後
の現場視察も楽しみにしています。

副島　正義君、井手　常博君、加藤　陽一君、
才木　邦夫君、原口　増穂君
本日は我々5人の賀寿の祝いをしていただ

き、大変ありがとうございます。

才木　邦夫君
世の中B級グルメ時代といわれますが、安福
さんのA級グルメの世界の一端を今日の長崎新
聞で知ることができました。寄稿文ありがと
うございました。

安福鴻之助君
本日の長崎新聞文化欄に、私の拙い旅行記

を掲載していただきました。才木支社長あり
がとうございました。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事、中島　祥一君
遠田　公夫君、飯田　満治君、福田　金治君、
古賀　　巖君、増本　一也君
1月24日の小柳賞ロードレースにて、木村

公康君がハーフマラソンの部門で3位に入賞さ
れましたので、ニコニコします。

木村　公康君
1月24日に開催されました、第60回小柳賞佐

世保シティロードレース大会　ハーフ50歳男
子の部で3位入賞しました。折り返し地点まで
はゲストの藤永佳子さんと抜きつ抜かれつで
競り合っていましたが、後半は簡単において
いかれました。目標の1時間20分切りはできま
せんでしたが、入賞できてはげみになりまし
た。地元相浦の加納洋二郎さんに、出発から
ラストまで応援いただき、本当にありがとう
ございました。

『佐世保の都市と交通』

国土交通省九州地方整備局
長崎河川国道事務所
所長　大儀　健一様

【佐世保道路】
蘆佐世保高架橋
佐世保みなとICから佐世保中央ICまでの長

さ2.9㎞の高架橋です。
現在、橋を架ける作業は全て完了しており、

舗装工事や標識の設置工事を進めています。
蘆佐世保中央IC
現在、土の切り盛り作業のほかに舗装工事

などを急ピッチで進めています。

【佐々佐世保道路】
蘆弓張トンネル
弓張岳を矢岳地区から小野地区に抜ける、

長さ2.6㎞のトンネルです。
既に貫通し、１層目の舗装工事が完了して

います。
現在、防災設備や通信設備の設置作業を進

めています。
蘆小野地区～新田地区～竹辺地区
2月初旬に山を掘り下げる工事が完了し、舗

装工事に取りかかりました。
硬い岩が多く含まれる山だったため、重機

でたたき割る作業にとても時間が掛かり苦労
しました。
蘆相浦中里IC
インター内及びインター周辺の舗装工事を

進めています。
蘆真申川橋～口石免地区～佐々IC（仮）
相浦中里ICから佐々IC（仮）間の工事も進

めており、橋梁工事や土の切り盛り工事を行
っています。
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ニコニコボックス 合計 18,000円
テーブルニコニコボックス 合計 12,000円

本日合計 30,000円

累　　計 582,000円

◇

卓　　話

佐世保中央IC 平成22年1月21日撮影
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（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

＊次回例会予告＊

会員卓話　　　安福鴻之助君
（㈱中央館チェーン）

長寿祈願・祝賀会 平成22年2月3日貉

米寿 副島正義さん
喜寿 井手常博さん
還暦 才木邦夫さん、原口増穂さん、加藤陽一さん

例会終了後の佐世保道路現場視察


