
会長　橘F 克和君
HTB（ハウステンボス）の行く末については
大方の佐世保市民の方々は、ずっと心配され
ておられたと思いますが、2月12日のHISの澤
田秀雄会長の記者会見により、条件付きなが
ら支援することになり、廃墟さえも想像され
たことからするとホッとされた事と思います。
とりわけ佐世保観光コンベンション協会の

飯田理事長は、佐世保の観光の拠点であるハ
ウステンボスが、何はともあれ、再建への道
を歩む事になり、一番安堵されておられるの
ではないでしょうか。
税金を投入する事に対して色々とご意見も

多いと思いますが、大局的な見地で対応して
いただき、今度こそ蘇る事を期待するもので
ございます。
長崎新聞の記事で掲載されていましたが、

今回のHIS 澤田会長を紹介された方は、県民球
団長崎セインツのオーナーであります地頭薗
哲郎氏との事です。昨年の初めに、地頭薗さ
んが県民球団の長崎セインツのスポンサー探
しの時に知り合いになられ、その時にハウス
テンボスのお話が出て、澤田会長が行く末に
興味を持たれていた事からの経緯の様です。
この話を聞いて思い出すのは徳川幕府のお抱
えの剣術指南役であった、柳生家の家訓です。
小才は、縁に出会って縁に気付かず。
中才は、縁に気付いて縁を生かさず。
大才は、袖摺りあった縁も生かす。

昔から、人と人のつながりが、いろいろな
出会いを生んできたもので、出会いを大事に
したいものと改めて感じております。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
譖佐世保青年会議所
理事長　西村　一芳様

指山　　立様
○ゲスト
長崎国際大学RAC 堀川　賢太君
○ビジター
佐世保西RC 江口　圭介君

幹事　石井　正剛君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

①感謝状
功労者　
大神　邦明君

②中国米山学友会
総会 in 上海へ
のお誘い
譛ロータリー米山記念奨学会ホームペー
ジをご覧ください。
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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） 
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２．ロータリーの友委員会
委員長　上野　　孝君

2010-2011年度 ロータリー手帳お買い上げの
お願い
1部 630円（送料別）
5月下旬出来上がり予定

３．国際ロータリー第2580地区ガバナー事務所内
名誉会長PDG 田中　毅君

（尼崎西RC）

日本支部長PDG 新藤　信之君
（東京立川こぶしRC）

「第11回ロータリー国際囲碁大会」韓国開催
のお知らせ
開催日／平成22年4月17日貍～18日豸
会　場／韓国忠清北道・清州（チョンジュ）

市のラマダプラザ清州ホテル
日　程／17日昼に韓国・仁川国際空港で現

地集合、18:00に歓迎晩餐会
登録料／10,000円の予定
締め切り日／4月9日貊

４．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
①次年度財団委員長 森永　　太 君
「2010-2011年度 ロータリー財団地区補助金
プログラム申請書」提出について
提出期限…平成22年3月31日貉

ガバナー事務所宛て

②地区幹事 高木　義和 君
2009-2010年度会長賞申し込み
ガバナー事務所提出期限　3月31日

③2010年3月のロータリーレート
1ドル 90円（現行90円）

④2740地区メルマガ第26号（2010.02.15）

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　仲野　　優さん

チャリティーバザーご協力のお礼
バザーの収益は92,960円
募金 47,211円で、合計140,171円

■出席委員会 委員長　増本　一也君
第59回創立記念例会の最終ご案内
いよいよ、来週に迫った創立記念例会の最

終ご案内をさせて頂きます。会員100％出席例
会という事で、私共も最後まで一生懸命頑張
っていきますので、よろしくお願い致します。
当日は夜の例会ですので、くれぐれもお間違
えのないように重ねてお願い致します。

長崎国際大学RAC
社会奉仕委員長　堀川　賢太君

私たち長崎国際大学ローターアクトクラブは、
先日2月13日に親和銀行本店前にて、九州盲導
犬協会チャリティーバザーを開催しました。
ロータリアンの皆様より多数の品々をご提供
頂きました。本当にありがとうございました。
私たちクラブメンバーに加え、他クラブの

方々やOBの方にもご協力頂き、盲導犬育成の
為の募金の呼びかけや品物の販売を行いまし
た。皆様からのご好意のおかげでバザーは大
盛況となりました。バザーの収益は92,960円、
募金47,211円で合計140,171円となりました。集
まったお金は全額、2月18日貅、九州盲導犬協
会に寄付します。
日本全国にいらっしゃる目の不自由な方々

や盲導犬育成の現状などを、バザーにお越し
くださった皆様とのふれあいの中でご理解頂
けたと思っています。微力ながら、私たちの
活動が地域に貢献出来たのではないでしょう
か。かねがね思い描いていた社会奉仕が、盲
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導犬育成のための寄付という形で実現できた
ことを大変嬉しく思っております。
今後も学業とアクト活動に精進してまいり

たいと思います。これからも長崎国際大学ロ
ーターアクトクラブをよろしくお願い致します。

朗遊会幹事　加納洋二郎君
4月3日貍 12:50  佐世保カントリークラブ

（石盛）にて開催。多くの出席をお願いします。

出席委員会　斉藤　宏隆君
○永年会員表彰
副島　正義君（39回）
○出席100％表彰
橘闍 克和君（23回）
遠田　公夫君（23回）
井手　孝邦君（21回）
下田　弥吉君（20回）
梅村　良輔君（19回）
円田　　昭君（17回）
長島　　正君（17回）
田中丸善弥君（17回）
石井　正剛君（17回）
木村　公康君（12回）
古賀　　巖君（12回）
円田　浩司君（6回）
幸良　秋夫君（3回）

親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖君
○結婚記念月のお祝い
高橋　理一・由美子様ご夫妻（7日）
闍木　友輔・美由紀様ご夫妻（10日）
福田　金治・尚子　様ご夫妻（18日）
岡　　英樹・節子　様ご夫妻（25日）

井手　孝邦君
「冬の星座」合唱

親睦活動委員会　F木　友輔君
田中　龍治君
ハウステンボスの存続が決まり、ひとまず

“ホッ”としています。今後も皆様方のご支援
をよろしくお願いいたします。ご迷惑をおか
けいたします。

西村正一郎君
本日の卓話者　西村一芳は私の従姉の子に

あたります。JC１年間、若輩者をよろしくお
願いします。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事、古賀　　巖君
円田　三郎君、増本　一也君、芹野　隆英君
森　　信正君、中島　祥一君、米倉洋一郎君
山縣　義道君、加納洋二郎君、富永　雅弘君
岡　　英樹君、三浦桂一郎君、玉野　哲雄君
梅村　良輔君
青年会議所 理事長 西村一芳様の卓話に大

いに期待しニコニコします。

三浦桂一郎君
先日 13日の盲導犬チャリティーバザーにおき
まして、会員の皆様のご協力により無事終える
ことができました。ありがとうございます。

橘F 克和君、井手　孝邦君、梅村　良輔君
円田　　昭君、石井　正剛君、木村　公康君
古賀　　巖君、円田　浩司君、幸良　秋夫君
出席100％表彰ありがとうございます。
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（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

＊次回例会予告＊

創立記念例会　　中島　祥一パスト会長
「佐世保RC60周年に向けて」

高橋　理一君、福田　金治君、岡　　英樹君
F木　友輔君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。

F木　友輔君
先週欠席の際に誕生祝いをいただきありが

とうございました。今月は10日が結婚祝いで
もあり、妻も突然のプレゼント（ロータリーか
らの）に大変喜んでおりました。

『JAYCEE（青年経済人）として、
いまやるべき事』

�譖佐世保青年会議所
理事長　西村　一芳様

蠢. 基本理念
我々、譖佐世保青年会議所は、先行き不透

明で混沌とした時代（いま）だからこそ、明る
い豊かな社会の実現の為に、若者らしく汗を
かき、熱い想いをもって能動的に活動を行い、
その地域に根ざした運動によって市民の意識
が、更に良い方向に進んでいくようにしてい
く事が本来の我々の使命だと考えます。
その為には、メンバー個々が「知行合一」

という、真の知識とは必ず行動が伴っている
ものであり、知識と行動は表裏一体である事
に気付き、それを実践し、継続することによ
り、説得力のある人間を目指す事から始めな
くてはなりません。
そして、メンバー個々が自分自身を更に成

長させ、地域や会社、家庭において信頼され
る存在となり、JC運動を通じて市民がお互い
の事を考え、能動的にまちづくりに参加でき
る環境を構築する事によって「自立と共生」
のバランスがとれた社会を目指します。

蠡.スローガン
「知行合一の実践」
－ Ja y c e eが自ら創る佐世保の未来一

蠱. 運営方針
1．「足元の見直し」

JC活動や運動展開も含めて一つ一つの行
動をなぜ・何の為に行っているのかを今ま
で以上に真剣に考えて、行動する事、すな
わち会員相互の積極的なコミュニケーショ
ンを取る事によって活動の充実を図ります。
2．「JC活動に全員で取り組む姿勢」
JC活動は目標達成の為にLOM全員で取り

組んでこそ、すばらしい効果を発揮します。
一人で100歩進むよりも100人で一歩進む団
結力を促すスキルこそが、今の青年経済人
に求められています。
3．「目標達成までのプロセスの重要性」

目標を確実に達成する為には、達成まで
のプロセスが非常に重要です。我々が本来
やるべき小さなことを見逃すことなく、積
み重ねていく事によって事業の成功をはじ
め、本質を外さない円滑な運営をしていき
ます。結果的な数字に捉われることなく、
結果の内容にこだわった活動を行います。
4．「広い視野を持てるJAYCEEの育成」

いつの時代でも、常に我々は青年経済人
として、先見の明を養っていかなければい
けません。その為には、JC運動を通じて沢
山の事を経験し、勉強するという研鑽を積
む努力を行い、その環境を自ら作る事によ
って、今まで以上に広い視野で物事を判断
できる自分づくりを積極的に行います。

ニコニコボックス 本日合計 35,000円

累　　計 641,000円

◇

卓　　話


