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平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO22 12 15 2,959 22

《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
本日は大変寒い日になっておりまして、周
辺各地で雪の予報も出ています。
12月13日豺に台南ロータリークラブを訪問
してまいりました。さすがの台南です。気温
30度でした。中島実行委員長、長島副実行委
員長、福田姉妹クラブ歓迎部会長、池田懇親
部会長、それに私と古賀幹事の6名でお伺い
いたしました。
私は会長として、例会時に挨拶をさせてい
ただきました。最初に、佐世保クラブと台南
クラブが姉妹締結に至った経緯、そして、今
年の11月に姉妹提携40周年を迎えていること
をお話しいたしました。そして来年5月の佐
世保クラブの60周年記念式典に多くの会員の
皆様のお越しを心よりお待ちいたしている
旨、挨拶いたしました。
台南の皆様には訪問する度ですが、大変な
歓迎を受けて、本当に感謝いたす次第です。
多くの先輩会員の下に構築された絆を大切
に、今後もより深い友好の関係が継続するこ
とを望む次第です。確実に、来年は多くの台
南メンバーにお越しいただけると確信いたし
ました。
今週の土曜日は忘年家族会です。あっとい
う間に2010年の締めくくりの時期になってま
いりました。佐世保クラブの例会も来週22日

の例会で今年最後です。各委員長さんには、
半年の委員会事業の報告の提出をお願いいた
しております。会員の皆様のこれまでの協力
に深く感謝申しあげます。

○ロータリーソング「我らの生業」
○ビジター
佐世保南RC 柳田　昌洋君

太田　博道君

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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幹事　古賀　　巖君
１．譛ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま130

２．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
地区幹事 酒井田正宏君
地区社会奉仕委員長 増G幸一郎君
社会奉仕部門後期研修セミナー出席のお礼

３．ガバナー事務所
地区ホームページ
12月13日更新のお知らせ

４．佐世保西ロータリークラブ
会長　鴨川　　潔君

「第1回ブラス・ジョイ・フェスティバル」
「2000回例会」お礼状

５．白石ロータリークラブ
会長　池上　　司君
幹事　山口　繁喜君

クラブ事務局移転のお知らせ

〒849－2102
佐賀県杵島郡大町町大宇福母2405

大町マーケット2階

６．西九州倉庫株式会社
葬儀委員長代表取締役社長 辻　宏成様
代表取締役会長 辻　洋三様 葬儀お礼状

親睦活動委員会　委員長　富永　雅弘君

①忘年家族会のご案内

日時／平成22年12月18日貍
場所／佐世保玉屋 文化ホール

②長寿祈願祭並びに祝賀会の

ご案内

日時／平成23年2月2日貉

〔祈願祭・記念撮影〕11:00 亀山八幡宮
〔例　会〕12:30 玉屋8階
〔祝賀会〕18:30 レオプラザホテル佐世保

【賀寿対象者】
・傘寿（昭和7年生まれ）松本　英介君
・喜寿（昭和10年生まれ）玉野　哲雄君
・古希（昭和17年生まれ）藤井　　隆君

三浦桂一郎君
皆様のセルフボックスに案内

文を入れておりますように、弊
社は1月4日より「いちよし証券」
として再スタートいたします。
ついては、今月末をもって佐世
保ロータリークラブを退会します。これまで
先輩諸氏のご指導を賜り感謝申しあげます。
私の入会は平成12年6月ですから、かれこ

れ10年になりますが、結婚祝いは1回だけ、
またゴルフヘの参加も少なく、古賀 巖さん
のブービーメーカーの役割も果たせずすみま
せん。また広報委員会や担当委員長の役割も
不十分で申し訳ありませんでした。しかし、
年明け1月22日、ホテル・リソルで「新春セ
ミナー」を開きますので、多数のご参加と九
州統括本部の顧問として在籍しておりますの
で、いつでもお待ちしております。
これまで支えて頂きました皆様方に厚く御
礼申し上げます。有り難うございました。

出席・例会委員会　小川　芳寛君

「ロータリーの友 12月号より」

巻頭、「SPEECH」に「備えあ
れば患いなし・・・南海地震に
備えて」とのタイトルの記事が
ございました。（私の得意な分野
でもあり）この記事の内容についてスピーチ
させていただきます。
「備えあれば患いなし」とは中国の古典
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幹 事 報 告

退 会 挨 拶

ロータリー3分間情報
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「春秋左氏伝」に載っている言葉で、3段論法
になっている最後の句だそうです。前に、
「居案思危（安きに居りて危うきを思う）」と
「思則有備（思えばすなわち備えあり）」とあ
り、著者は何も起きていない今から災害のこ
とを考え、備えを実行することが大切と言わ
れています。
ロータリーの友には南海地震のことが紹介
されていますが、今日は長崎のデータを皆さ
んにご紹介いたします。
お手元に長崎県の佐世保エリアの震度6弱

以上の大規模地震発生危険度を表した資料を
お配りしていますが、結果は「危険度Ｅ」。
今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞わ
れる確立は0.1％未満です。佐世保エリアは
過去も大きな地震が発生したとの記録はない
ようです。しかしながら、佐世保エリアは海
岸線に隣接した町で、東シナ海等で地震が発
生した場合、大きな津波の被害にあう可能性
はあります。ちなみに、地震による津波の損
害は「地震保険」でしか担保されません（火
災保険等の水災では担保されない）のでみな
さんお知りおきください。また、文部科学
省・地震調査研修推進本部が出している様々
な災害・事故に見舞われる確率データをご参
考までにご案内します。これによると交通事
故で死亡する確率は30年間で約0.2％、火災
で死傷する確率は30年で約0.2％、火災で罹
災する確率は30年で約2％、交通事故で負傷
する確率は30年間で約20％となっています。
最後に、著者は子孫の安全・安心の為に、

今日から備えましょうと括られております。

出席委員会　F瀬　宏滋君
○出席100％表彰

増本　一也君（17回）
納所　佳民君（3回）

親睦活動委員会　川冨　正弘君

佐世保南RC 柳田　昌洋君
久しぶりのメークアップです。今後ともよ
ろしくお願いします。

橘F 克和君
佐世保南RCの柳田昌洋様、太田博道様の

ご来訪を歓迎します。

三浦桂一郎君
来週出張の為出席できませんので、本日退
会の挨拶をさせて頂きました。大変お世話に
なりました。

円田　浩司君
先週は私用により、年次総会を欠席して申
し訳ありませんでした。タイミングが悪く、
ヨーロッパが寒波に襲われ、雪の影響で途中
予定していた飛行機が飛ばず、空港で5時間
待たされたり、帰国した飛行機も2時間半遅
れたりでいろいろありましたが、無地に帰り
ました。来年度も頑張りますので、ご指導ご
協力をよろしくお願い致します。

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
木村　公康君、加納洋二郎君
円田　浩司君、松尾　文隆君
増本　一也君、平尾　幸一君
才木　邦夫君、小川　芳寛君
F木　友輔君、川冨　正弘君
納所　佳民君
大野高広さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

ニコニコボックス

慶　　　祝
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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

増本　一也君、納所　佳民君
出席100％表彰ありがとうございます。

指揮　井手　孝邦君
「スキー」合唱

『最近の経済・金融情勢』

会員　大野　高広君
（商工中金佐世保支店支店長）

１．円高下の日本経済

蘆為替、金利、国際商品市況
・ドル／円レートは過去最高値近傍
・円高の一因は日米金利差の縮小
・米国では雇用の改善が芳しくなく、インフ
レ率も低位→日本のようなデフレの危険
・長短金利は総じて低下
・「通貨安競争」下の過剰流動性の影響か、
国際商品市況は強含み

蘆日本経済の現状と見通し
・わが国の経済ではこのところ輸出が弱含み
①アジア・米国経済の減速　②円高の影響
・中小企業の景況も先行き不透明感が強まる
・2010年度内は一進一退も、回復基調は途切
れないと見込む

２．最近の中国情勢

蘆中国の経済情勢
2010年は、通年で中国の経済規模が日本を
抜く見込み。粗鋼生産は既に日本の6倍強。
→中国経済は「若い経済」で、鉄を多く
使う。

蘆日中経済関係
・日中相互の長期滞在者は増加
・中国人の訪問県には偏りがあるものの、今
後は多様化が見込まれる
・中国人の訪日観光への期待は、温泉、ショ
ッピング、日本食
・日中間の貿易は大きく拡大
・中国（含む香港）と日本の間の直接投資残高
・競争環境は厳しいが、拡大する市場の魅力
等から、引き続き中国事業への意欲は強い

＊次回例会予告＊

卓話予定者

佐世保史談会　中島　眞澄様

「佐世保史跡探訪」の発刊と意義
日露戦争当時の初代佐世保市長渡邊脩
についての報告

（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：高橋　理一）

ニコニコボックス 本日合計 23,000円

累　　計 360,000円

◇

卓　　話

歌 の 時 間

為替相場1988年以降の推移（週間平均値）
（1ドル、1ユーロ＝円）


