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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 ％
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副会長　木村　公康君
本日も飯田会長が中国に公務

出張の為、代わってご挨拶をさ
せていただきます。
11月14日、佐世保商工会議所

会頭、また、第2740地区パスト
ガバナーでもあられました、佐世保南ロータ
リークラブの辻 洋三様がお亡くなりになら
れました。心からお悔やみを申しあげます。
先日、日本経済新聞のコラムに書いてあり
ました。ベトナムの女性に知っている女優を
たずねたら、韓国ならチェ・ジウ、日本なら
おしんと答えたそうです。ベトナム市場で韓
国化粧品が売れる理由にドラマ輸出の成功を
挙げ、女優達の活躍を通じ、日本製品とは違
う華やかで若々しいイメージを作りあげ、ド
ラマ以外でも電子機器や生活用品などの韓国
製品を選び始め、最後は韓国そのもののファ
ンになるそうです。私も、チェ・ジウのファ
ンであり、韓国も大好きです。
尖閣諸島沖での中国漁船と海上保安庁の巡
視船との衝突事件の影響で、日本と中国の関
係が非常におかしくなっています。APECで
も菅首相と胡錦濤主席の会談はあまり進展し
なかったようです。日本も韓国みたいに中国
との関係をもっと大事に考えて、どうか早く、
両国がお互いに好きな国になって欲しいと思

います。
朝晩大変寒くなりました。お体をご自愛く
ださいますように願いまして、会長代理の挨
拶といたします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保市役所　国体準備室　室長

吉田　敏之様
○佐世保南RC   太田　博道君
○ゲスト
長崎国際大学RAC

会長　松永　夕加さん
新貝　諒太君

幹事　古賀　　巖君

１．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
大会実行委員長 岡部　景光君
地区大会お礼状

「青少年の集い」プログラム

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ

11月11日・15日・16日更新のお知らせ

副 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 
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３．佐世保明るい社会づくり運動推進協議会
会長　朝長　則男様

佐世保明社協創立35周年記念行事の開催につ

いて（ご案内）

〈記念式典〉

日時／平成22年12月4日貍 13:30～16:00
場所／佐世保市総合教育センター講堂

（保立町）
〈祝賀会〉

日時／平成22年12月4日貍 18:30～
場所／アイトワ（福石町）
会費／5,000円

■創立60周年記念行事実行委員会
実行委員長　中島　祥一君

創立60周年記念行事実行委員会

各部会開催のお願い

いよいよ12月5日豸のローター
アクトクラブの事業を皮切りに、
60周年記念事業がスタート致すところであり
ます。
12月1日貉の60周年アワー発表までに各部

会をふたたび開催して頂きますようお願い致
します。
前回同様、各部会開催の席には、実行委員
長、副実行委員長、総務委員会で調整をして
同席させて頂きますので、開催日を事務局ま
でご連絡頂きますようお願い致します。

■ローターアクト委員会 山田　眞弘君
■長崎国際大学ローターアクトクラブ

会長　松永　夕加さん
新貝　諒太君

長崎国際大学ロータ
ーアクトクラブは、佐
世保RC創立60周年協
賛事業として「松浦公
園 犬のふれあいイベ
ント」を行います。会員の方々には、①バザー
への動員の手伝い、②バザーへの商品の提供、
③バザー当日の参加をよろしくお願いします。

日時／平成22年12月5日豸　11:00～15:00
場所／松浦公園（三ヶ町アーケード内）

■長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　松永　夕加さん

新貝　諒太君
講演会のご案内

「宇宙の大きさを知っていますか？」
日時／平成22年11月21日豸 15:00～
場所／長崎国際大学1102教室
講師／大分大学　教育福祉科学部

教授　仲野　　誠氏

■第2740地区地区大会実行委員長
岡部　景光君

大神邦明会員へ25年連続
例会出席表彰状及び記念品
贈呈

親睦活動委員会　高橋　理一君
○今月の誕生祝い

井上　斉爾君（3日）
福田　金治君（4日）
久富　洋一君（7日）
武井　洋一君（15日）
闍瀬　宏滋君（15日）
闍田　俊夫君（18日）
松尾　文隆君（22日）
加藤　陽一君（29日）

（2）

委 員 会 報 告

その他の報告

慶　　　祝
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クラブ奉仕委員長　米倉洋一郎君

木村　公康副会長、古賀　　巖幹事
本日の卓話をして頂く吉田敏之様の話に期
待してニコニコします。

円田　三郎君、円田　浩司君
先週の披露宴におきましては、大変多くの
会員の方々にご出席いただき、本当にありが
とうございました。何かと至らぬ点があった
かとは思いますが、おかげ様で無事に終える
ことができました。今後ともご指導、お付き
合いをよろしくお願い致します。

山田　眞弘君
社会人野球都市対抗野球に引き続き、日本
選手権でもJR九州が優勝はなりませんでし
たが、準優勝いたしました。皆様のご声援、
大変ありがとうございました。

井上　斉爾君、福田　金治君
久富　洋一君、F瀬　宏滋君
F田　俊夫君
誕生祝いありがとうございました。

指揮　井手　孝邦君

「たきび」合唱

『国体推進にあたって
～平成26年長崎がんばらんば国体～』

佐世保市教育委員会 国体準備室
室長　吉田　敏之様

①スポーツの起源・歴史

○古代オリンピックが始まったのは、考古学
的に紀元前9世紀頃で、ギリシャで行われ
ていた。
・神々を崇める宗教行事 → ギリシャがロ
ーマ帝国支配となり、西暦393年の第293
回大会が最後 → 1896年 第1回近代オリ
ンピック開催で復興

○日本では
・「弓術」「狩り」が最古のスポーツと考え
られている。
紛争の解決手段・宗教行事としての性質

・明治時代になると
幕末に欧米文化に触れる→「スポーツ」
にあたる概念が芽生える→明治維新
後、学校教育の一環としての「スポー
ツ」が導入され、大学間の交流試合も
一般的となる。
テレビの普及とともに脚光を浴びるプ
ロスポーツと、テレビの放送がないス
ポーツとの格差が生じる。また、観賞
を好む層の拡大に伴い、スポーツのビ
ジネス化が進む。→アマチュアスポー
ツとして注目度が低かった種目の改革
が進み、「見るスポーツ」の多様化が
加速。
輸入したスポーツの要素を変更し、日
本で生み出されたスポーツもある。

②国体とは

・歴史、役割、課題（改革）
・国体は法律によって定められている特別
な大会

卓　　話ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 18,000円

累　　計 318,000円

◇

歌 の 時 間
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（今週の担当：納所　佳民）
（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
石岳動植物園サポーターサザンボス

武内　恒夫様

③2014年長崎国体について（概要）

・佐世保市では、7競技・1デモスポ行事の
開催予定を含め、概要説明。
・市民総参加のもと、「おもてなしの心」
を持って選手をはじめとする皆様を迎
え、佐世保の魅力をお伝えしていく。市
民協働で準備を進め、本市が掲げるまち
づくりの将来像「自然とともに市民の元
気で輝くまち」の実現の一助とする。準
備委員会の設立趣意書を策定、いよいよ
準備作業の第一歩を踏み出した。

蘆国体の開催では、財政的な負担が大きい。
蘆来場者数：100万人
蘆経済効果（県発表）：500億円
蘆施設整備で佐世保市で約20億円、他も含め
て約40億円。

県民運動5つの目標


