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平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO22 8 25 2,944 7

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％
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会長　飯田　満治君
毎日、いい天気が続いています。
でも、こんなに長くいい天気が連
続しますと、どなたの顔にも、
「少しぐらいは、曇り空があって
も良いのではないの」という表情
が浮かぶような感じがいたします。とにかく
猛暑の日々ですので、それぞれの会員の皆さ
んのご自愛と適切な体調管理で、この残暑を
乗り切られることを、お祈りする次第です。
このような猛暑の中で、22日の日曜日に朗

遊会のゴルフコンペが佐世保カントリークラ
ブで開催されました。私は、まさに、ずいぶ
ん何年も間をおいた参加でありましたが、久
しぶりに玉野さん・安福さんと回らせていた
だき、大変楽しいひと時を過ごしました。や
はりロータリーには、昼の例会だけでなく、
夜一緒に飲んだり食ったり、昼はゴルフした
り、ともに遊びの時間を共有することによっ
て、もっと深い結びつきが醸成されるなと思
いました。60周年の年でありますので、もっ
と、より楽しく躍動感あふれる朗遊会の形が
できないか、納所幹事さんや、米倉世話人さ
んなどに相談してみたいと思います。
さて、今日の卓話は、長崎国際大学学長の

潮谷義子先生です。ご案内の通り、先生は元
熊本県知事であられました。先週の卓話が現

職の藤井長崎県副知事でありましたが、今週
は元熊本県知事ということで、これだけの地
方自治トップの方が、2週続けて私たちのため
に、卓話に来ていただけますのは、本当にあ
りがたいと感じております。
その潮谷先生の講演を、今から8年前、熊本

の知事をお務めの時代にお聞きしたことがご
ざいます。旅行業者の協定旅館ホテル連盟の
総会でありました。熊本が、阿蘇や天草を抱
えた風光明媚なところであること、そして、
阿蘇の赤牛や馬刺し・からしレンコンなど独
特の味覚があること、さらに朴訥であって、
人情あふれる地域の人たちが温かく観光客を
迎えること、などなど「あるがままの熊本が
最高なのです。」と熱っぽく真摯にお話をされ
て、大変感動いたした思い出があります。今
日もよろしくお願いいたします。
本日の例会で新しい仲間の入会式を行いま

す。さらに、来週も3名の仲間を迎えます。楽
しくてわくわくいたしております。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
長崎国際大学

学長　潮谷　義子様
堤田　　稔様

人間社会学部学部長 木村　勝彦様

会　長　挨　拶

例 会 記 録

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 
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日時／2010年9月26日豸　13:00～15:00
場所／ポーセリングパーク（有田町）

５．第2740地区地区幹事 酒井田正宏君
地区会計長 金武　康男君

「地区大会」人頭分担金送金のお願い

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　松永夕加さん

2009～2010年度収支報告書

7．福田　輝機様
福田金治会員ご母堂様忌明けお礼

推薦人：飯田　満治会長
安福鴻之助君

山田　眞弘君（55歳）
ハウステンボスJR全日空ホテル 社長

福岡・行橋ご出身
横浜国立大学卒
昭和55年　旧国鉄入社
昭和62年　JR九州

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君
観月例会のご案内

観月例会を下記の要領にて開催致します。
季節の移ろいを感じながら、60周年記念事業
に向け、懇親を深めたいと思います。
どうか多数ご出席を頂きますようお願い致
します。
日時／平成22年10月6日貉 18:30～
場所／富士国際ホテル

TEL 24-5931

○長崎国際大学RAC
会長　松永　夕加さん
幹事　川嶋　早紀さん
社会奉仕副委員長　高善永君
○ビジター
佐世保南RC 圓田　　治 君

幹事　古賀　　巖君
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
9月よりロータリーレート
1ドル 86円（現行88円）

２．第1ゾーン・ロータリーカードコーディネーター
久世　晴雅君（第2770地区）

第2ゾーン・ロータリーカードコーディネーター
関　　博子さん（第2770地区）
川妻　児朗さん（第2770地区）

ロータリーカード未加入クラブ“ゼロ”を

めざして !!! カードご入会のお願い

ロータリーゴールドカード　年会費10,500円
（うち3,000円をロータリーに還元）

ロータリースタンダードカード　年会費無料
カードショッピング額の0.3％をロータリー
に還元　会員様負担なし
（ロータリーに還元＝R財団年次寄附、ポリ
オ寄附）

３．第2740地区2010－2011年度ガバナー
高原　武彦君

職業奉仕地区委員長 岩崎　修一君
2010～11年度職業奉仕部門セミナー開催の

ご案内

日時／2010年9月18日貍
13:00～登録開始　13:30～開会

場所／佐賀県立九州陶磁文化会館（有田町）
対象者／職業奉仕委員長

他1名の合計2名

４．第2740地区国際青少年交換委員会
委員長　瀬戸口智彦君

2011～12年 度派遣候補生選考会のご案内
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■60周年記念事業委員会
委員長　中島　祥一君

10月13日、60周年記念事業委員会の全員協
議をしますので、各委員会のより良い計画発
表をお願いします。

朗遊会幹事　納所　佳民君
第1回朗遊会のコンペを佐世保カントリー

クラブにて開催致しました。24名の参加（内
カード参加4名）で、みごと優勝されたのは、
安福鴻之助さんです。（out/42、in/40、グロ
ス82、ネット64）
次回は、10月16日貍となります。詳細は後
日連絡させて頂きます。

大神　邦明君
第6回輪飲会のご案内

日時／2010年9月26日豸 15:30～19:00
懇親会 17:30～

場所／レストランれおリオンドール
会費／お一人様 10,000円

長崎国際大学RAC 会長　松永　夕加さん
本日、幹事の川嶋と社会奉仕

副委員長の高善永と参加させて
頂きました。
来月22日、第4水曜日、19時よ
りハウステンボス全日空ホテルにて、今年度
の公式訪問例会を行います。お時間に都合が
つきましたら参加して頂けると幸いです。

親睦活動委員会　松本　由昭君
○結婚記念月のお祝い

松本　英介・澄子様ご夫妻（5日）
玉野　哲雄・貞子様ご夫妻（13日）

親睦活動委員会　高橋　理一君

佐世保南RC 圓田　　治君
元気になりましたので、メークアップにき
ました。飯田会長、古賀幹事、増本副幹事の
仕事ぶりも拝見したくて！

飯田　満治会長、木村　公康副会長

古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事

橘F 克和君、福田　金治君、中川内眞三君

平尾　幸一君、鬼木　和夫君、有薗　良太君

安部　直樹君、松本　由昭君

長崎国際大学学長 潮谷義子様の卓話に期
待してニコニコいたします。

安福鴻之助君
第1回朗遊会にて優勝しましたので、ニコ

ニコします。

高橋　理一君
初めての出席100％表彰に欠席いたしまし

た。おくればせながら表彰ありがとうござい
ました。

松本　英介君、玉野　哲雄君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

輪飲倶楽部より

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 186,000円

◇

朗 遊 会 よ り

その他の報告
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（今週の担当：三浦桂一郎）
（カメラ担当：三浦桂一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保米海軍基地勤務

Philip D. Eakins 様
「アメリカ人が調べた佐世保の歴史」

『絆』
長崎国際大学
学長　潮谷　義子様

8月。広島・長崎の被爆、終戦、
お盆・・・幾多の生命が失われた月。生命の
かけがえのなさ、生命の一回性を考えなけれ
ばならない大事な月――。しかし、目にし耳
にする文言は、生命の軽さ、寒々しさばかり
である。無縁社会、消えた高齢者、孤立、孤
独死、自殺、虐待等々生きることの辛さが、
息苦しさがある。自然破壊もまた、理論や理
屈をこえて直に肌身に感ずる異変現象となっ
ている。このような中、長崎国際大学の学生
たちは、大学祭である『第11回開国祭』のテ
ーマを“絆”とした。本来、根において繋が
っている人、自然、文化、歴史の絆を再構築
していく必要性を、若々しい感性と知性は的
確にテーマ表現とした。誰かが今日の劣悪な
生命の環境を変えてくれると期待するのでは
なく、むしろ変える役割を担うのは自分であ
ると自覚することが必要である。
社会の構成員と位置付けられながら、実際
には排除されている人々に目をとめ、今を生
きる共なる仲間として支え合う視点や協働の
姿勢が一人ひとりの能力（与えられているタ
ラントを分かちつつ）発揮に、今ほど必要な
時はないと考える。
8月、佐世保ロータリー例会のこの日、あ

らためて生命の絆づくりについて考える大事
な日としたい。

１．私達は今、どんな社会に生活しているの

だろう

①自然、家庭、社会環境の変化

②少子高齢社会が与える影響
…数字は物語る…

〈平均寿命〉
2008年　男79.29歳　女86.05歳
2009年　男79.59歳　女86.44歳
〈百歳以上人口〉
2009年　40,399人

（内女性34,952人　86.5％）
長崎県　654人（全国順位14位）

③地球規模で繋がるいのち

２．どんな劣悪な環境であっても、いきいき

生きるための条件

①役割
②仲間
③理念、趣味、主義、思想
④教育者としての祖父母

３．助け合い、励まし合い、志高く

卓　　話


