
会長　橘F 克和君
先週の創立59周年記念例会には

100％には満たなかったのですが、
本当に多くの会員の皆様にはご多
忙の中、例会出席ありがとうござ
いました。出席委員会の皆様でチ
ャレンジしていただいた事で、また何かしら
絆が深まったような気がしております。
さて2週間ほど続きましたバンクーバー冬季

オリンピックは、大変な熱気の中に無事終了
いたしました。日本人については、個人を見
てみますとそれぞれに良く頑張ったと思いま
すが、国別メダル数を見ますと国力から言っ
て、何とも情けない気持ちになりました。石
原東京都知事が記者会見で「銅メダルを取っ
て狂喜する、こんな馬鹿な国はないよ」と述
べていましたが、分からないでもありません。
実際に2010年バンクーバー（金0・銀3・銅2）、
2006年トリノ（金1）、2002年ソルトレイク（金
0・銀1・銅1）、1998年長野（金5・銀1・銅4）
という風に減少傾向です。方や中国、韓国の
目覚ましい活躍は羨ましい限り、悔しくてな
りません。これは国の強化方針の内容の差だ
と思います。多くの国民が心一つになって応
援するオリンピックでの活躍はとても大事な
イベントで、国民の気持ちを明るくする意味
でも是非とも、無駄使いを無くす業務仕分け
も大事な事だと思いますが、もっともっと使

うべきものは使って強化をしていただきたい
ものです。
本日11:00より理事会を開催しましたので、

ご報告をいたします。

【理事会報告】
１．2010～2011年クラブ組織図変更の件
人員減により委員会の統合案の件
総会に提案してご承認をいただく予定

２．創立60周年記念式典行事委員会の原案の件

３．職場訪問
4月28日例会後、パールシーリゾート
（海きらら）

〔報告〕前会員 千住雅博さんよりご挨拶があり
ました。お礼という事でいただきましたので、
ニコニコBOXに入れさせていただきます。

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
西部ガス 陣内　　勇様
○ビジター
佐世保東RC（パストガバナー）

市瀬久米嘉君
佐世保北RC 緒方　信行君
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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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朗遊会幹事　加納洋二郎君
第4回朗遊会のご案内

日　時／平成22年4月3日貍
集合11 : 00
スタート11 : 45

場　所／佐世保カントリー倶楽部
参加費／2,000円

雑誌委員会　委員長　安福鴻之助君

盧3月は識字率向上月間

Ｐ.6～9 日本の5ロータリークラブの具体的
活動例の特集

盪3月13日　 世界ローターアクトの日

3月8～14日　世界ローターアクト週間

Ｐ.10～13 日本国内、各地区のローターア
クトクラブ活動例が写真入りで
紹介

Ｐ.14～16 日本初　川越ローターアクトク
ラブ（D.2570 埼玉・川越）

1968年初頭、ローターアクトクラブがアメ
リカに誕生したのは、1954～55年 RI会長 ハー
バード・J・テイラー（四つのテスト創案者）の
次のようなメッセージが、そのベースになっ
ていると思われます。
「私達の未来を確保するには、各国の若者が
高い道徳感をもった大人になる事が極めて重
要です。 ―中略―
若者が正義・真実・そして自由のために尽

力できる運動をロータリーで推進しましょう。
四つのテストがそのために役立つよう、私は
願っています。」

1962年、RI理事会によりIAプログラム
（14～18歳）宣言後、IACが世界各地に結
成されていたが、先述のメッセージで青
少年育成に拍車

幹事　石井　正剛君
１．第2740地区地区幹事 F木　義和君
① THE FINAL INCHのDVD放映依頼
②2008～2009年度 Rlロータリー財団年次報
告書

③RI D.2830パストガバナー関場氏の東北日
報ニュース

２．佐世保南ロータリークラブ
実行委員長　川原　正寛君
競技委員長　池田　敏章君

第38回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会

競技委員・担当幹事会議のご案内

日時／平成22年3月29日豺 13:45より
場所／セントラルホテル佐世保（サルビア）

３．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
会長　岡田　金助君
幹事　堀口　直人君

障がい者優良雇用事業所及び優秀勤労障が

い者表彰式のご案内

日時／平成22年3月16日貂 12:30～
場所／ハウステンボス　ホテルヨーロッパ

レンブラントホール
表彰者等の詳細は決定次第ご案内します。

4．大村ロータリークラブ
週報　No.24－28

■ローターアクト委員会 金氏嘉一郎君
長崎国際大学新旧役員交代式 スケジュール

とき／平成22年3月6日貍
【交代式】長崎国際大学1101号室

13 : 30～14 : 00 受付
14 : 00～14 : 50 交代式

【茶話会】長崎国際大学カフェテリア
15 : 10～15 : 55

【懇親会】さかな市場
（下京町6-15 TEL 0956-24-8122）

17 : 30～
会費：3,000円
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1968年3月13日、RI理事会は世界最初のロー
ターアクトクラブとして、ノースカロライナ州
ノースシャーロットRACを認証。この日が「世
界ローターアクトの日」と定められています。
そのわずか2ヵ月後、6月1日、日本第一の

RAC（川越） 国際商科大学RAC（その後、川
越RACと改称）が、キャンパスで産声をあげ
ました。12人の学部生により、RIの掲げる理
念にのっとりスタートしました。
奉仕を通じての親睦は、ローターアクトの

行動理念であり、ローターアクトのプログラ
ムのテーマとなりました。

1968年12月 D.2740 佐賀ローターアクトクラブ
1969年12月17日　D.2740 佐世保ローターアク

トクラブ（2007年3月消滅）

国際ロータリー創立100周年の記念事業とし
て提唱
2005年5月29日 長崎国際大学ローターアクト
クラブ 認承状伝達式（16人でスタート）

P.16 台北東海RACの記事
2009年12月19日チャーターナイト
台北東海RC 日本語を公用語とするRC
創立15周年記念事業として、日本語を公用

語とするRAC（男性9人＋女性18人＝27人）
台日交流の架け橋を目指している珍しいク

ラブです。

親睦活動委員会　武田喜一郎君
佐世保東RC（パストガバナー）
市瀬久米嘉君
今年はじめてのメークアップです。お世話

になります。

佐世保北RC 緒方　信行君
本日はお世話になります!

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司副幹事
先週の59周年創立記念例会には多数の会員

の方に出席をいただき、大変ありがとうござ
いました。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
才木　邦夫君、高橋　理一君、原田　　孝君
武田喜一郎君、米倉洋一郎君、古賀　　巖君
池田　　誠君、円田　　昭君、松尾　文隆君
遠田　公夫君、山縣　義道君、安福鴻之助君
福田　金治君、金氏嘉一郎君、増本　一也君
闍木友輔さんの卓話に期待して、ニコニコ

します。

遠田　公夫君
昨年来の課題でございました「翔く佐世保

人」の小冊子が完成いたしました。セルフボ
ックスに入れましたのでご覧ください。佐世
保市の小・中・高すべてに5冊づつ配布いたし
ます。ご協力ありがとうございました。

富永　雅弘君、増本　一也君、原田　　孝君
武田喜一郎君、才木　邦夫君、高橋　理一君
池田　　誠君、斉藤　宏隆君
先日の創立記念例会に皆様のご協力を賜り、

出席委員会一同、心よりお礼を申しあげます。
ありがとうございました。

『省エネライフのご提案』

会員　F木　友輔君
（西部ガス㈱佐世保支店長）

本日は省エネライフ（なるべく
ガスを使わない方法）をご提案申し上げたい
と思います。ガス会社の立場から3つの場所
（キッチン、風呂、リビング）から省エネにつ
いて、考えてまいります。
まずキッチン編「鍋のふたはすぐれもの」

です。落とし蓋をするだけで、味のしみ込み
も早く、ガス代も半分以下になります。水温
18℃からの調理では、落とし蓋ありの場合は

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 32,000円

累　　計 673,000円

◇

卓　　話



約20分の差が出ます。これを金額であらわし
ますと11円もの差があり、年間で4,075円（セ
ントラルホテル宿泊＋一休饅頭5個分）の節約
になります。これを環境の観点から比較しま
すと、CO2の削減量が、杉の木の3.5本分
（48.4kg）になります。（杉の木を3.5本植えた
のと同じ効果）
また、麺類などを茄でるときの湯沸しも、

蓋をするのとしないのでは大違いです。24cm
の鍋で水温15℃の水を2褄沸かした場合、ガス
代で1,587円（蜂の家のシュークリーム4個分）、
杉の木を1.3本植えた効果があります。
次は「給湯器からの湯沸しは効果的」です。

給湯器のお湯をヤカンにとってコンロで沸か
すほうが、水道水をそのまま沸かすより効率
が良く、ガス代で年間1,210円（MRで中田平駅
まで行けます）、杉の木1本分になります。
次は主婦が台所でほしいもののベスト3に入

る「食器洗い乾燥機」です。実は私もこの
「食器洗い乾燥機」は水道水や光熱費がかさむ
と思っていたのですが、研究機関の調査によ
ると、お湯を流しながらの手洗いに比べてず
っとお得とのことです。水の使用量も手洗い
に比べてなんと1/9で済むそうです。1回の洗
い乾燥で40.6円、年間でガス代14,820円（九十
九島観光ホテルご夫婦宿泊＋海きらら見学）
のお得。環境にも杉の木換算で12.6本も植えた
効果に匹敵します。ただし、機械が洗ったも
のは信用できないという方には、迷惑な提案
でしょうが・・・。
次はお風呂編「追い焚きしない工夫を」で

す。蓋をしないでそのままにしておくと、2時
間で約2.7℃湯温が下がります。お風呂の湯量
を200褄としますと、l回で12.1円、年間では
4,450円（ワシントンホテル宿泊＋駅前たて石
さんでうどん定食）もの差が出てきます。環
境の観点からも杉の木3.8本分になります。
次はシャワー入浴についてです。私の娘は

別に外国人でもないのに、湯船にはほとんど
入らず、また湯船のお湯を汲み出しての体洗
いではないようです。中に入ったことはあり
ませんが、シャワーが入浴中ずっと流れてい

る音がしております。シャワーの入浴17分は、
浴槽200褄 1杯分に相当します。洗髪する際に
は、シャワーをお使いになる方が多いと思い
ますが、1日1分シヤワー時間を短くするだけ
で、ガス代で2,396円（富士国際ホテル宿泊＋
一休饅頭3個）、杉の木2本分程度の効果があり
ます。佐世保市は水不足になりがちですし、4
月から水道代がかなり上がることも予定され
ている状況の中、是非実行していただければ
と思います。
最後はリビング編「室温2℃ダウンでお得」

ということです。冬の省エネ推奨温度は20℃
ですが、実際は21℃～24℃とちょっと高めに
なりがちです。外から帰ってきたときなど、
早めに部屋を暖めようという気持ちから、温
度設定を高めに（23℃～24℃）設定したまま
の状態で、暖かくなるとその高めの設定のこ
とも忘れてしまっていることはありませんか。
（私はよくありますが…）靴下を履いたり、カ
ーディガンをはおるなど少し工夫して省エネ
すると、8畳の部屋で8時間使用した場合で
2,469円（正義堂さんのワゴンセールで電波時
計）、杉の木2.9本分の効果になります。
今回ご提案させていただいた事を全て実行

した場合には、金額ベースで29,853円（JR全日
空ホテルディナー7名分相当（4,200円/人）、杉
の木換算で29.9本、皆さまのお庭に杉の木30本
が植えられたことに相当します。ガス会社の
立場からすると、1件で約3万円もの売上げ減
になり大打撃ですが、地球規模で物事を考え
れば、このようなご提案をしていくことが非
常に重要と考えております。

紙面の都合上、一部割愛しております。
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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＊

100年の森構想実行委員会
委員長　森山　秀美様

「どんぐりを拾って森林
も り

を創ろう!


