
会長　橘F 克和君
みなさん、こんにちは。この

ところ放送界はワールドカップ
一色になっており、一昨日の晩
は遅くまで起きておられて多く
の方が睡眠不足になられたので
はないかと思います。日本対カメルーンの試
合は、皆様良くご存じのように初めて海外で
行われた試合で初勝利をあげました。私は事
前の強化試合での立て続けの敗戦で夜11:00
からのTV放送は見ないと決めていましたが、
やはりその時間になると心が疼いて来まし
て、とうとう見てしまいました。リサーチに
よりますと視聴率は50％近くになっており、
国民の二人に一人は見ていたことになりま
す。
しかし、あのブブゼラとやらのハエが飛び
回るような音には閉口させられます。海外の
報道機関で、今回の日本の勝利は最大の番狂
わせと報道されているようです。しかし、立
派な勝利で本当に良かったと思います。岡田
監督の叩かれても叩かれても怯まずにチーム
を引っ張っておられる事に敬意を表したいと
思っています。
又、残念な報告ですが、田中龍治会員が

転任の為退会されます。3年間お疲れさまで
した。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
放送作家 海老原靖芳

やすよし

様
○ビジター
佐世保南RC 馬郡　謙一君

副幹事　円田　浩司君
１．第2740地区ガバナーエレクト

高原　武彦君
次年度地区幹事 酒井田正宏君
次年度公式訪問時のタイムスケジュールに

ついて（お知らせとご協力のお願い）

佐世保RC クラブ協議会　7月14日貉
公式訪問　7月21日貉

２．地区次年度インターアクト委員長
草野　幸子さん

ホストクラブ会長 津田　尚幸君
（長崎南RC）

2010～2011 インターアクト年次大会のご案内

日時／平成22年7月31日貍～8月1日豸
会場／長崎全日空ホテルグラバーヒル
参加者／インターアクト生徒

顧問教師全員参加
提唱RCロータリアン3名以上義
務登録
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出席委員会　原田　　孝君
○永年会員表彰

武井　洋一君（44回）

○出席100％表彰

松本　英介君（35回）
大神　邦明君（25回）
加納洋二郎君（12回）
中川内眞三君（9回）
芹野　隆英君（6回）

親睦活動委員会　小川　芳寛君

佐世保南RC 馬郡　謙一君
悪友の海老原がお世話になります。

橘F 克和会長、才木　邦夫君
飯田　満治君、遠田　公夫君
海老原さんの卓話に期待して。

田中　龍治君
３年間の在籍でしたが、ご迷惑ばかりおか
けし申し訳ございませんでした。皆様のご支
援に対し深く感謝を申しあげます。

プログラム委員会
円田　　昭君、田中　龍治君
加藤　陽一君、才木　邦夫君
１年間ご協力ありがとうございました。

３．地区次年度社会奉仕委員長
増G 幸一郎君

社会奉仕部門研修セミナー開催について

ご案内

日時／平成22年7月25日豸
13:00 受付
13:30 開会点鐘
17:00 閉会

会場／武雄センチュリーホテル
参加者／次期会長、社会奉仕委員長

４．佐世保市長 朝長　則男様
「空き缶回収キャンペーン」参加について
お礼

５．佐世保市海の日協賛会
会長　朝長　則男様

海をきれいに「ビーチ・クリーンアップ」

への参加ご協力について（お願い）

日時／平成22年7月19日（祝・月）
集合　午前8:30
清掃　午前9:00～

会場／鹿子前町地区、俵ヶ浦地区

６．陸上自衛隊第三教育団兼相浦駐屯地
機関紙「つくも」が届いております。

田中　龍治君
この度、本社の事業本部へ転

任することになりました。佐世
保ロータリークラブでは3年間お
世話になりました。博多へお越
しの際は是非お寄りください。
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慶　　　祝

ニコニコボックス

退 会 挨 拶
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トリは海老原さんの卓話です。よろしくお願
いします。

松本　英介君、芹野　隆英君
中川内眞三君、加納洋二郎君
出席100％表彰ありがとうございました。

指揮　井手　孝邦君
「故郷」合唱

『放送作家から見たハウステンボス』

放送作家

海老原　靖芳様

私は30年以上、人々に楽しん
でもらうための、いわゆるエンターテイメン
ト系のテレビ番組や舞台の企画をしたり、台
本を書いたりしております。
そうした経験から、新ハウステンボスのエ
ンターテイメント部門について、疑問に思う
ところをいくつかお話してみたいと思いま
す。（卓話内容をわかりやすく箇条書き）

１．新ハウステンボスのエンターテイメント
部門は、あれでいいのだろうか。

１．テーマパークやイベント会場に芸能人を
招聘するのは、集客力を高めるためであ
るが、ムーンシャワーに出演している芸

ニコニコボックス 本日合計 18,000円

累　　計 900,000円

◇

能人たち（6月15日現在）に、果たして
どれだけの集客力があったのだろうか。
今後予定されている芸能人で、果たして
どれだけの集客力が見込めるのだろう
か。

１．佐世保市は多額の交付金を提供する事に
なっている。そのおかげで自分たちは仕
事ができるという自覚が、エンターテイ
メントの責任者にも出演者にもあるのだ
ろうか。

１．交付金の事を考えれば、佐世保市民全員
がエンターテイメントの会場である、
「ムーンシャワーの観客」である、とも
言えるのではないか。

１．交付金の事を考えれば、エンターテイメ
ント部門に限らず、新ハウステンボスが
行う、あるいは行ったイベント等につい
て、その可否を検証する審議会のような
組織があってもいいのではないか。

１．あそこはかつて、引揚者の収容所があっ
た場所である。そういう意味では、佐世
保市民として、いや、日本人として忘れ
てはならない場所であり、特にあそこに
関係している人たちは、そのことを胸に
刻んでおくべきではないだろうか。

8月7日貍 14:00開場、15:00開演、コミュニ
ティーセンターにて、今、超人気の「柳家喬
太朗＆小宮孝泰」二人の落語会を行います。
是非来てください。

歌 の 時 間

卓　　話
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（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：平尾　幸一）

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＊

次回例会予定

クラブ協議会
会長、副会長、クラブ奉仕委員長

2010年 RI国際大会
カナダ、ケベック州のモントリオールで開催

（6月20日～23日）

■ジョン・ケニー会長メッセージ

RI国際大会：ネットワークを築くチャンス

ロータリーが誇りとする伝統行事、国際大会の第
101回大会開催まで残すところあとわずかとなりま
した。
ロータリアンは、100年以上も前から、年に1度の
この大会に世界中から集い、ロータリーの多様性と
共通性を祝ってきました。今年の6月20日～23日、
ロータリアンはカナダのモントリオール（ケベック
州）に集結し、ロータリーの親睦活動に参加したり、
共通の目標について話し合います。
国際大会は、多くのロータリアンにとって、他地
区の会員と顔を合わせる一年で唯一の催しではない
でしょうか。他国の指導者たちと意見を交わし、国
際的な奉仕活動の新たなパートナーを見つける上
で、国際大会はクラブや地区の指導者にとって、ま
たとない機会となります。この重要な会合から得ら
れる恩恵は実に大きなものですから、指導者の皆さ
まにはぜひとも国際大会へご参加いただきたいと願
っております。
大会では、伝統の重みを受けとめつつ、過去より
も未来への展望に重点を置くこととなります。国際
大会は、素晴らしい講演、役立つワークショップ、
楽しい親睦行事などが盛り込まれ、今後の計画を考
え協力関係を築き、RIテーマである 「ロータリー
の未来はあなたの手の中に」 の意味をあらためて
認識する絶好の機会です。

■すべての次期クラブ会長を招集

モントリオールで開催されるR I国際大会は、ク
ラブ会長エレクトにとって、他地区の会長エレクト
やシニア・リーダーといった世界の同胞と相まみえ
る、またとない機会となります。

大会中に行われる2回のワークショップでは、世
界中から参加する次期クラブ会長が互いに意見を交
わし、ロータリーのベテラン指導者の貴重な経験談
を聴くことができます。
6月21日豺の午後、次期クラブ会長のためのワー

クショップでは、日本語、フランス語、韓国語、ポ
ルトガル語、スペイン語の通訳サービスが提供され
ます。
また、ワークショップではフォーラム（公開討論
会）が開かれ、レイ・クリンギンスミスRI会長エレ
クトが、ロータリーへの思いと、次期クラブ会長へ
のメッセージを伝えます。質疑応答の時間には、会
長エレクトが出席者の質問に答え、意見に耳を傾け
ます。
次期クラブ会長はまた、国際ロータリーとロータ
リー財団の指導者ならびに地区レベルの研修リーダ
ーと会い、クラブ指導に関するさまざまな講演を聴
きます。ここでは、ポリオ撲滅活動やロータリーの
2億ドルのチャレンジの最新状況、財団の未来の夢
計画のクラブへの影響、全世界また地元レベルでロ
ータリーの公共イメージを高める方法、会員増強の
傾向といった内容が取り上げられます。


