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《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 ％

《前々々回》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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8月27日に姉妹クラブであるラホヤRC2006 -
2007年度会長Mrs. Kay

カヤ

e Woltman
ウ オ ル ト マ ン

様がご逝去
されました。ここに生前のご厚誼に深謝し、
ご冥福をお祈りいたします。
私共の佐世保RCが中島祥一会長の時に、

ラホヤRC創立60
周年記念式典に出
席した際の会長を
されておられ、佐
世保RC創立40周
年記念式典にはご
夫妻でご出席頂き
ました。

会長　飯田　満治君
国際奉仕部門研修セミナーの

報告をいたします。9月5日の日
曜日、武雄のセンチュリーホテ
ルで開催されました。出席は私
と古賀幹事と芹野国際奉仕委員
長でした。セミナーの内容の報告については、
芹野委員長にお願いいたします。

会場に行くと地区ロータリー財団委員とし
て出向いただいております玉野哲雄会員が、
受付および資料の配布の仕事をされていまし
た。私たちよりまだ早い時間に集合され、セ
ミナーが少しでも効果が上がるよう準備をさ
れ、まさに縁の下の力持ちの業務です。佐世
保クラブの代表としてしっかり役割を果たさ
れておりますこと、本当に頭の下がる思いで
す。心より感謝申しあげます。

続いて、佐世保市内8クラブ会長幹事会の
報告です。9月1日夕刻の開催でした。前回の
例会でも触れさせていただきましたが、身障
者雇用事業所の表彰と優秀従業員表彰につい
てであります。一応各クラブ担当持ち回りで
8年間経過をいたし、一定の奉仕の成果も得
られましたので、昨年で終了することといた
しました。それぞれのクラブで新たな事業を
検討するようにいたしました。

さて、台風9号が通過いたしました。幸い
に佐世保地区には大した影響はなくホッとし
ましたが、暑い残暑が少しでも落ち着けばい
いなと思います。今月9月は「新世代のため
の月間」です。そこで、今日の卓話は長崎国
際大学RACの松永夕加会長です。大変熱心に
活動を続けておりますので、話が楽しみです。
どうそよろしくお願いします。

訃　　報

※前々々回（8月18日）の数字を訂正します。

2007年 ラホヤRC訪問での
中島祥一会長（当時）とKaye
Woltman 様

会　長　挨　拶

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） 

佐世保ロータリークラブ 
会　長蘆飯田　満治　　　幹　事蘆古賀　　巖 
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■国際奉仕委員長 芹野　隆英君
9月5日武雄センチュリーホテ

ルで開催されました、地区国際
奉仕部門研修セミナーに出席し
てまいりました。たくさん勉強
してきたので、少しでも自クラブで生かされ
るよう努力していきたいと思います。ロータ
リー財団の不変のスローガンは「世界で良い
ことをしよう」です。

■60周年記念実行委員会
委員長　中島　祥一君

新しい組織図を配布してあり
ます。10月13日貉に60周年アワ
ーを行いますので、それぞれの
部会の皆様は、それまでに部会
を開いて目標を立てていただきますよう、よ
ろしくお願いいたします。

安福鴻之助君
第6回輪飲会のご案内

日時／2010年9月26日豸
セミナー15:30～
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

橘F 克和君
母の通夜、葬儀に際しましては、多くの会
員の方々にご会葬いただきありがとうござい
ました。

親睦活動委員会・出席例会委員会
大野　高広君

先般、雑誌文献記録委員会の森委員長から、
毎月第1週に配布される「ロータリーの友」
の中から話題を見つけて発表するように、と

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
長崎国際大学ローターアクトクラブ

会長　松永　夕加さん
○ゲスト
長崎国際大学ローターアクトクラブ

幹事　川嶋　早紀さん

国際奉仕委員長

幹事　古賀　　巖君
１．ロータリーの友事務所
①2010-2011年度「ロータリーの友」英語版
ご案内
年1回　11月発行1冊　525円
②広報誌「ROTARY ロータリー 世界と日
本」1セット（10冊）525円
③会員勧誘のため　広報誌「ROTARY あ
なたも新しい風に」1セット（5冊）420円

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ
9月2日、3日更新のお知らせ

３．長崎国際大学RAC
8月月報

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君
観月例会のご案内

既にお知らせのとおり、恒例
の観月例会を下記により開催し
ます。あいにくの月齢のため、
屋内での開催になりますが、多数ご出席いた
だきますよう重ねてお願いいたします。
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

キム ヒョン ミン 
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幹 事 報 告

委 員 会 報 告

例 会 記 録

会葬のお礼

輪飲倶楽部より

ロータリー3分間情報
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のご指示がございまして、早速、
入会以来の「ロータリーの友」
を5月号から読み返してみまし
た。すると、ひとつのルールを
発見しました。毎号共通して必
ず、横組みの4ページ目に「ロータリーとは」
との見出しで、4つの項目、すなわち「ロー
タリーの誕生とその成長」「日本のロータリ
ー」「RIテーマ」「ロータリーの綱領」が掲載
されております。
いつ入会しても、どの月の「ロータリーの
友」を手にしても、必ず定位置にロータリー
の生い立ちをはじめとしたロータリーの基礎
というべきものを目にすることができます。
このページを開くたびに、ロータリアンとし
ての自覚を強くする今日この頃です。
記事の中では、クラブ数と会員数のみが毎
月リバイスされ、最新のデータによりますと、
日本国内のクラブ数は2,301、会員数は89,388
名とのことですが、わが国最初のロータリー
クラブである東京ロータリークラブについて
は、6月号で「くらぶ探訪」という特集記事
が組まれておりました。そこで、もうひとつ
の発見です。東京ロータリークラブの会長は、
児玉幸治会長、私ども商工中金の2代前の理
事長であります（現在は、年度が変わって、
会長職は交代しております）。ロータリーと
商工中金のご縁を痛感した次第であります
が、現職、商工中金の現役職員に限ってみれ
ば、私ども、北海道から沖縄まで全国に支店
を構えております中で、ロータリアンは、私、
佐世保支店長と代表取締役社長の関 哲夫の
二人だけであります。
佐世保ロータリークラブの会員であること
に誇りを持ち、ある意味、商工中金の代表と
しても常に奉仕の精神を忘れず、よきロータ
リアンを目指すことを、あらためてここにお
誓い申しあげます。

親睦活動委員会　長富　正博君

○今月の誕生祝い

米倉洋一郎君（6日）
中川内眞三君（10日）
田中丸善保君（19日）
安福鴻之助君（22日）
西村正一郎君（23日）

親睦活動委員会　大野　高広君

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
増本　一也副幹事、中川内眞三君
F木　友輔君、福田　金治君
橘F 克和君、小川　芳寛君
安福鴻之助君、芹野　隆英君
三浦桂一郎君
長崎国際大学RAC会長　松永夕加さんの卓
話に期待してニコニコします。

米倉洋一郎君、中川内眞三君
安福鴻之助君、西村正一郎君
誕生日のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 15,000円

累　　計 216,000円

◇

慶　　　祝
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（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：高橋　理一）

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
海上自衛隊佐世保地方総監

加藤　耕司様

『ローターアクトクラブ活動について』

長崎国際大学RAC
会長　松永夕加さん

皆様こんにちは。いつもお世
話になっている長崎国際大学RACの松永で
す。今日はどうぞ宣しくお願いします。4年
前から佐世保ロータリークラブにはお世話に
なっています。慢々来の気持ちでこれから、
活動等していきますので、足りない点も多々
あると思いますが、どうぞご指導・ご鞭撻の
ほど宣しくお願いします。
3月の新旧役員交代式には橘闍前会長をは

じめ、沢山のロータリアンの皆さまのご参加
本当にありがとうございました。4月にリー
ダーシップフォーラムという地区行事があり
ました。これは各役職の引き継ぎや心構え、
リーダーシップの意味を勉強する指導研修会
です。これから本当に自分でやっていけるか
不安な私にとって勇気づけられた会議でし
た。
4月から5月にかけて早岐茶市のボランティ
アを行いました。主な内容はゴミ捨いをはじ
め、展示の設営・撤去、迷子の子の放送、佐
世保市長も参加された茶市のパレード、催し
物の司会・進行等。いつもお世話になってい
る早岐で、ローターアクトとして、一大学生
として地域の人達のお手伝いができて楽しか
ったです。
年次大会では1日目の活動報告会が勉強に

なりました。やはり例会が基本となるので、
私達も例会が充実して楽しいものにしたい。
他地区・他クラブの皆さんから「うらやまし
い」と言っていただいた。何故かというと、
その理由は毎回私達の例会にお忙しいのにも

かかわらずロータリアンの皆さまが駆けつけ
てくださるからです。また、卒業式は毎年感
動的で、自分が卒業するときに、ローターア
クトに出会えて心から良かったと思えるよう
に活動し、成長していきたいです。
7月4日にロータリーの西村様の紹介で七夕
イベントに参加しました。外国人の方たちを
中心に笹の葉を配り、短冊に願い事を書いて
もらうというイベントでした。お手伝いの私
達まで浴衣の着付けをしていただいて、私達
が楽しませていただきました。
7月15日に早岐警察署から大学へ要請があ

り、学内で交通安全強化運動を行いました。
主に反射材や事故防止のパンフレットの配布
でしたが、体験として反射材の凄さを学生に
知ってもらえました。また、同時にRACの会
員募集のパンフレットも配布しました。
lMのお知らせです。来年1月9日豸に長崎

国際大学の茶道室でインターシティーミーティ
ングを開催します。初めてのホストクラブで
すが会員全員で頑張ります。
例会変更のお知らせ。来年1月から例会日

を第二・第四木曜日に変更します。
今日は声をかけて頂き本当にありがとうご
ざいました。

卓　　話


