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会長　飯田　満治君
本日の例会は、60周年事業に

ついての現在の進行伏況を会員
全員で確認し、気持ちを同じく
しようという例会であります。
今日までに5つの部会と総務委員
会が、それぞれ事前の会議を開催して頂きま
した。会員の皆さんの熱意と情熱によって、
次第に60周年事業の形が浮かびあがってきま
した。そこで、本日は、今までの部会及び委
員会の議論の内容と、今後の展開について、
会員の皆様に情報を共有して頂くために、
「60周年アワー」という形で例会を進行いた
してまいります。今後もこのような感じで全
員の協議をして頂く場面があります。どうぞ
よろしくお願いいたします。
実は、佐世保中央ロータリークラブは、今

年20周年の年であります。そこで先月9月26
日にはアルカスSASEBO大ホールにおいて、
記念事業の、障がい者による「ふれあいコン
サート」を無事遂行されました。明日10月14
日には、記念式典並びに懇親会を催行されま
す。ロータリーの新年度開始からわずか3か
月余で周年事業を成し遂げられることに敬服
いたす次第です。一方、私たち佐世保ロータ
リークラブは、創立記念日の関係もあって、
来年の5月までの時間を頂き、順次、実りあ

る事業の展開になります。会員の皆様の最後
までの協力をよろしくお願い申しあげます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保東RC パストガバナー　市瀬久米嘉君

幹事　古賀　　巖君
１．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
公式訪問終了お礼状
地区大会RI会長代理に、第2610地区直前ガ
バナー 中川可能作様（金沢香林坊RC）に
決定

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ
10月1日・4日・5日・6日・7日・8日・12日更新
のお知らせ

３．第2740地区ガバナーエレクト
岩永　信昭君

次年度地区幹事　中野　哲生君
ガバナーエレクト事務所開設のご案内

〒852-8104 長崎市茂里町3-1 長崎新聞社7階
TEL 095-865-7536 FAX 095-865-7539

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

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 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp



E-mail：ri2740iwanaga＠ace.ocn.ne.jp
執務時間：月～金10時～16時

（2011年6月30日まで）
7月1日からは9時～17時

４．長崎国際大学ローターアクトクラブ
幹事　川嶋　早紀さん

2010年9月月報

５．大村ロータリークラブ
週報No.3～12

６．佐世保地域文化事業財団理事長
深堀　寛治様

アルカスSASEBO情報誌「コンパス秋号」
のお知らせ

７．つくも苑 所長　佃　　晃様
機関紙「展開」の送付

職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

職業奉仕委員会の開催報告

と　き／平成22年9月30日貅
場　所／うさぎ
出席者／有薗　良太職業奉仕委員長

黒木　政純委員長
田中丸善弥君、安福鴻之助君
西村正一郎君

議題／本年度事業推進の件
①職場訪問先の検討
②卓話の予定
③その他

終了後、懇親会を行いました。

朗遊会幹事　納所　佳民君
第2回朗遊会コンペが10月16日貍、佐世保

カントリークラブにて開催されます。今回は、
第13回国際ソロプチミスト佐世保パールチャ
リティーゴルフの合同コンペとなっておりま
す。皆様、ご健闘ください。

親睦活動委員会　松本　由昭君
雑誌文献記録委員会の森委員

長よりロータリー3分間情報の発
表の指示を頂きながらも、準備
が出来ずに時間だけが過ぎてゆ
きどうしようかと悩んでおりま
した。そういう時に、さすがは森委員長！休
みの日にわざわざお電話を頂きました。「明
後日ですが大丈夫ですよね」という心配のお
電話でした。併せて、ロータリーの友をよく
読めばよい旨のアドバイスも頂きました。逃
げることも出来ないなと覚悟を決めて、最新
のロータリーの友10月号を何回も読んでおり
ました。そうすると、何回か読み直していて
はたと気づくことが出てくるから不思議で
す。今日はそのことを話させて頂きます。
10月号を読みますと「キリマンジャロの雪
が消える」から始まりまして、縦組みが33ぺ
ージとなっておりました。その中になんと環
境について書かれている記事の多いこと多い
こと！巻頭の「キリマンジャロの雪が消える」
から始まり、言いたい聞きたいのコーナーで
は「水対策研修セミナーに参加して」、友愛
の広場のコーナー「地球環境の時代」、同じ
く「自然に感謝と慈しみを」、ロータリーア
ットワークのコーナー「緑の環境学習支援」
「エコロジーなハイキング開催」「お堀の外来
魚駆除のため釣り大会」「ハマグリ海岸でこ
ども地引網大会」となっておりました。
当地佐世保においても近年の夏の暑さは、

異常としか言いようがありませんでした。ま
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た、雨の降り方もいわゆるゲリラ豪雨が頻発
し、熱帯雨林か、東南アジアかと思いながら
雨宿りをなされた、我がクラブのロータリア
ンの方々もたくさん居られるのではないでし
ょうか。
記事の中身は地球規模の大きい話題から、

地域の話題、一地区の話題と大小様々ですが、
ロータリアンの方々が、ごくごく自然に環境
について考えていることが興味深く、また感
動すら覚えるものでした。私も具体的に何が
出来るのかこれといったものが思い浮かばな
いのですが、まずは身近な環境に何が起きて
いるのかから考えていきたいと思います。
実際に私の周りの身近なところでも、近県
におけるゲリラ豪雨での死亡事故など自然災
害の発生や、野菜の値上がり、秋の秋刀魚の
不漁などの食に関する問題などが新聞やニュ
ースに溢れております。このままいくと長崎
県の名産である（というか私個人の好みかも
しれませんが）今からおいしい旬を迎える鯖
が食べられなくなったりするようなことにな
ったら大変です。

親睦活動委員会　山田　眞弘君
佐世保東RC パストガバナー
市瀬久米嘉君
久し振りにメークアップしました。お世話
になります。創立60周年の打ち合わせだそう
で、おめでとうございます。

山田　眞弘君
社会人野球都市対抗準優勝ご声援のお礼、

併せて来る日本選手権大会の連覇奮闘を祈念
して。

◆創立60周年記念行事実行委員会
委員長　中島　祥一君

皆さまこんにちは。本日は今
年初めての例会での60周年アワ
ーでございます。本日の為に、
早々に各部会を開催して頂き誠
にありがとうございました。お
かげ様で、現在、部会から様々な計画が上が
りつつあります。今回の60周年については、
今年、国際ロータリーの奉仕部門に新たに、
新世代奉仕部門が加わったこともあり、次代
を担う若者の為の新世代奉仕を大きな柱とし
て取り組んでいきたいと考えております。
今後、5月8日豸の記念式典に向けて準備をし
て頂きますが、どうか会員一同、一致団結し
て取り組み、成功させて頂きたいと存じます。
本日は、各部会毎にわかれて着席頂いてお
ります。まず、議事録を元に10分ほど協議し
て頂き、各部会毎に発表をお願いします。そ
の後、質問時間を設けますので、忌憚なくご
意見を頂戴したいと存じます。
さて、一口に60周年と言いましても、この
佐世保ロータリークラブの歴史は軽いもので
はございません。我がクラブの歴史を作って
こられた過去の偉大な先輩達の、たゆまぬ努
力、血がにじむような努力、そして並並なら
ない決意・姿勢があったからこそ、今年を迎
えられるということを肝に銘じて準備に取り
組んで頂きたいと存じます。
先日、我がクラブの約55年前の古い写真を
拝見させて頂きました。そこには、辻 一三
さんや、坂田頭取、江口礼四郎さん、田中丸
善重さん、同じく善三郎さん等、チャーター
メンバー24名の偉大な先輩や、その後に入会
された先輩方、現会員のご尊父や祖父、佐世
保の歴史を語る著名な先輩方を目の当たりに
して、佐世保ロータリークラブの伝統・歴史
を感じ、60周年の責任の重さを痛切に感じた
次第であります。その偉大な先輩方に、決し
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60周年アワー
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て恥じることがない、自慢できるような事業
を行っていきたい、いや、絶対に行わなけれ
ばならないと決心しました。佐世保ロータリ
ークラブとしての60周年とは何か、ロータリ
ー活動とは何か、真実か、公平か、好意と友
情を深めるか、みんなのためになるかどうか、
あらためて「四つのテスト」に照らし合わせ
て、事業を構築して頂きたいと存じます。

◆記念式典部会
記念式典委員会　副委員長　富永　雅弘君
１．物故者慰霊祭の日時・場所
2011年2月23日の創立記念例
会にて例会場で実施。
創立50周年以降の物故者を
対象とする。
招待者、献花などの内容次第は委員会で
検討する。

２．記念式典の日時・場所
2011年5月8日 18時より九十九島観光
ホテルで実施。
招待者、来賓は最小限を基本に委員会で
検討する。
記念式典プログラムを作成する。

３．慰霊祭、記念式典はなるべく簡素化し、
祝賀会および記念事業を重点的に予算配
分したい。

◆懇親部会 部会長　池田　　豊君
50周年の時は257名のお客様と
会員で懇親会を開催いたしまし
た。今回も前回同様に喜んで頂
けるものとしたいと考えており
ます。皆様のご協力をお願い致します。
60周年事業の中で懇親会は大切な要素を持
っております。特に提供する料理を吟味して
頂き、ご意見を賜り、より良きものとしたい
と考えております。9月30日の懇親部会の反

省を反映させ、12月にもう一度九十九島観光
ホテルで懇親部会を開催する予定にしており
ます。細部は遠田公夫さん、米倉洋一郎さん
が発表します。

懇親委員会　委員長　遠田　公夫君
料理に注文の多い方が沢山お

り、九十九島観光ホテルの料理
長は大変だと思います。ご婦人
や、台湾の方々に喜んで貰える
真心のこもった料理を提供できるよう努力し
ます。また、飲み物につきましても同様な検
討をしようと思っております。

設営委員会　委員長　米倉洋一郎君
設営に関しましては、50周年

を踏襲して実施します。九十九
島観光ホテルの広さを生かし、
記念式典の会場と懇親会の会場
を同時につくり、記念式典から懇親会への
移行をスムーズにできるよう配慮しており
ます。

◆姉妹クラブ歓迎部会
部会長　福田　金治君

１．報告事項について
①台南RCとの打ち合わせはこ
れまで3回行い、台南RCか
らの参加者は4月初めに明確
な返答を受ける予定になっています。ま
た宿泊については、当クラブの創立記念
日（5月8日）に合わせ、前日の5月7日
「平戸RC創立50周年記念式典」に参加後、
佐世保市内に宿泊することで了承されま
した。なお宿泊先は台南RCからの希望
により、ハウステンボスJR全日空ホテル
を予定。
②ラホヤRCとの打ち合わせについては、
案内文を1回送付しておりますが、正式
な招待状は送付していません。よって
スケジュールは未定です。
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２．協議事項について
①台南RCの佐世保滞在日程について二通
りの案を考えている。
②台南RCの佐世保滞在日程について三通
りの案を検討中である。
③台南RCのゴルフ組については、朝食を
車中で取る予定を考えている。
なお、記念式典への出席時間には間に合
う予定である。
④ラホヤRCの日程については、招待状送
付から検討を行う予定である。
⑤予算については「予算書」に記載してあ
る内容で進めています。

来訪記念として、陶器製ネームタッグの配
布および観光組には楽焼体験を三川内で行う
予定で検討中である。

◆記念事業部会
記念事業委員会　委員長　橘F 克和君

１．国際大学より高校生を対象
とした茶道イベントの提案
書が提出された。
趣旨は理解でき記念事業と
して取り上げる事も可能だが予算、手法
などに検討する要素が残っております。
事業の継続性は難しく単発事業としたい。
記念式典と同時開催できる企画も併せて
検討してみてはどうか。

２．桜の記念植樹
植樹可能な場所を行政と打ち合わせの要
あり。

３．統廃合又は合併により新校名となった市
内の小中学校にテントの寄贈

４．IAC、RAC独自立案による周年協賛事業
への支援

５．「佐世保市子ども未来基金」への寄付

６．佐世保市の離島（宇久）での映画会の開
催、同時に会員による職業奉仕

例：税務相談、法律相談、公証人役場相談、
医療相談等々

７．各事業の実現性の検証と費用対効果
ロータリークラブの周年事業として相応
しいものであるかどうかを考慮しながら
協議する。

８．まだまだスタート位置についたばかりの
状態なので、これから有意義な60周年と
すべく部会員は当然のことながら全会員
の総力で取り組む。

◆60周年記録誌部会 部会長　西村正一郎君
60周年記念誌について
120ページぐらい、文字は少
なく、写真で見せる　A4版
序文　　飯田会長挨拶
祝辞　　市長、ガバナー　

姉妹クラブロータリー
（台南、ラホヤ）
スポンサークラブ（福岡、長崎）

第一章　歴代会長思い出、活動報告
（50周年記念誌を踏襲）

第二章　60周年の取り組み
中島実行委員長挨拶
①各部会の取り組み（5部会）
と総務委員会
②記念式典、事業、祝賀会

第三章　全会員の一言（写真付き名簿）
第四章　年表（資料的に50周年記念誌を

まとめる）

◆総務委員会 委員長　　円田　　昭君
会長の意向に沿った60周年に

なるようサポートしていきます。
会長、幹事、副幹事も総務委員
会に所属しております。心強い
メンバーで業務を遂行します。
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（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：納所　佳民）

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　　佐世保市こども発達センター
所長　山下　　浩様

60周年アワー協議風景

総務委員会 諮問委員会

記念式典部会 懇親部会

姉妹クラブ歓迎部会

60周年記録誌部会

記念事業部会


