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会長　飯田　満治君
先週の「長寿祝賀会」に先立ち

理事会を開催いたしましたので、
まず理事会報告をいたします。
最初に恒例の「観桜例会」に

ついてであります。60周年事業などとの関係
もあって、今年の観桜例会は、3月30日の夕
方18時30分から富士国際ホテルでの開催とい
たしました。この日は夕方に例会が移動いた
しますのでよろしくお願いいたします。うま
く日柄が経過すれば、先日、島瀬公園に植樹
した桜が開花していると思います。期待いた
しております。
次に2月23日の創立記念例会および物故会

員慰霊祭についてであります。本日、皆様の
セルフボックスに入れておりますが、23日の
例会も開始時刻を夕方18時30分とし、場所は
ここ玉屋の8階と7階を使用して開催いたしま
す。故人の御霊に献花いたし、思い出を偲ぶ
と同時に、私たちの佐世保ロータリーの歴史
を互いに語り合うひと時を持ちたいと思いま
す。多くの皆様の参加よろしくお願いいたし
ます。以上、理事会報告をいたしました。
そしてもう一点、持ち回り理事会にて中川
内会員の新世代奉仕委員長の後任に木村公康
副会長に兼任でお願いすることにいたしまし

た。役割が増えて大変だと思いますが、ぜ
ひ、故 中川内会員の熱く深い思いも引き継
いで、あと4ヵ月の役割をよろしくお願いい
たします。
季節の変わり目で暖かくなったかと思う

と、また寒くなったりしています。早々と花
粉も飛んでいるようで花粉症の方々は、厳し
い時季の到来で大変だと思います。会員全員
の皆様が、ご自愛のうえ元気にお過ごしいた
だきますようお祈りいたしております。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ゲスト
長崎国際大学RAC

会長　松永　夕加さん
国際奉仕委員長

古田めぐみさん

幹事　古賀　　巖君
１．中川内伝導機工株式会社 中川内恵子様

中川内秀樹様
故中川内眞三会員　ご弔慰へのお礼状

キム ヒョン ミン 

会　長　挨　拶
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２．国際ロータリー日本事務局　財団室
清水　優季君

公益財団法人 ロータリー日本財団の認定

と税制上の優遇措置に関するお知らせ

国際ロータリー（RI）のロータリー財団
の協力団体として公益財団法人ロータリ
ー日本財団が認定を受けました。
皆様からのR財団ご寄付は2011年4月1日
より税制上の優遇措置の対象となりま
す。（別紙説明書をセルフBOXに入れて
おります。）

３．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

感謝状の送付
会長　飯田　満治君
幹事　古賀　　巖君
功労クラブ　72回

４．ロータリーの友事務所
代表理事　平安　和彦君

①「任意団体ロータリーの友事務所」精算
結了の件
2009年度（09-10年度）任意団体ロータ
リーの友事務所　決算概要の件
2009年度（09-10年度）一般社団法人ロ
ータリーの友事務所　決算概要の件

②2011-2012年度版 ロータリー手帳お買い
上げのお願い
1部 630円（送料別）
5月下旬出来上がり

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

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
1月月報

７．西海学園高等学校 校長　菅沼宏比古様
卒業式のご案内

日時／平成23年3月1日貂 午前10時開式
場所／本校記念ホール

８．聖和女子学院中学校・高等学校
理事長　白濱　　信様
校長　　真下　和枝様

卒業証書授与式ご案内

日時／平成23年2月26日貍 午前10時開式
場所／本校体育館

9．㈱くまひら 会長　熊平　雅人様
（東京RC）

抜粋のつづり　その七十

10．つくも苑
機関紙「展海」

11．事務局の早退と遅刻のお知らせ
私用の為（病院移動介助）
2月10日貅　15:00から早退と
2月14日豺　13:00から出勤いたします。

■財団奨学・米山委員会
委員長　遠田　公夫君

感謝状の伝達・贈呈
飯田　満治君、古賀　　巖君

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君
長寿祈願祭・祝賀会に多くの

皆様に参加いただきありがとう
ございました。親睦活動委員会
としては、長富さんが軽妙な司
会を、闍瀬さんが初々しい万歳
をしましたが、温かい目で見守っていただき
ありがとうございました。
次は、観桜例会を3月30日貉に実施します。
多数の方々の参加をお待ちしております。
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■60周年記念事業委員会
委員長　橘F 克和君

佐世保ロータリークラブ創立60
周年記念事業「ハイスクール茶会
in ハウステンボス」が、2011年3
月19日貍 13:00～15:00に開催さ
れます。
参加校は11校ですが、茶会用のテントは9

張を準備します。各テント2名の会員を配置
し、役目は接遇等の確認をすることです。現
在人選中ですが、指名された方は主催者とし
ての協力をお願いします。

■60周年記念式典委員会
委員長　松尾　文隆君

創立記念日例会・物故会員慰霊

祭並びに記念懇親会のご案内

当クラブは、今年創立60周
年を迎えますが、創立記念日
にあたり、記念例会と物故会
員慰霊祭並びに懇親会を次の通り開催し
ます。
日時／平成23年2月23日貉 18:30～
場所／記念例会・物故会員慰霊祭

佐世保玉屋8階文化ホール
記念懇親会
佐世保玉屋7階文化ホール　

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　松永　夕加さん

古田めぐみさん
12月5日の犬とのふ

れあいイベント、1月9
日のインターシティミ
ーティング（茶道）へ多
数のロータリアンの方
のご参加ありがとうご
ざいました。犬とのふれあいイベントで得た
チャリティ収益金の中から、50,000円を日本
介助犬協会への寄付に活用させていただきま

した。今年度の後半のローターアクト活動と
しては、3月5日に新旧交代式を、5月に陶器
市へのボランティア活動等を計画しておりま
すが、佐世保ロータリークラブ創立60周年記
念事業にも積極的に参加させていただこうと
考えております。今後ともアクトメンバーへ
のご指導をよろしくお願いいたします。

朗遊会幹事　納所　佳民君
3月26日貍 11:40～ 佐世保カン
トリークラブで、第3回朗遊会の
コンペを実施します。
第2回のコンペが11月だったの
ですが、これから3月、4月、5月、
6月とたて続けに計画いたしております。
ちなみに第4回は4月23日貍であります。皆
様ご参加のほどよろしくお願いいたします。

囲碁・将棋クラブ　井上　斉爾君
長寿祈願祭の時に話がまとま

りまして、しばらく中断してい
た囲碁・将棋の同好会を再開す
ることになりました。
現在6名の方が参加することが
決まっております。初心者の方でも指導を
しますので、是非参加してください。参加
希望者及び詳細を知りたい方は、私までご
連絡ください。多数の方の参加をお待ちし
ております。

親睦活動委員会　高橋　理一君
ロータリーの友2月号には、今
月が世界理解月間と言うことで、
海外での例会に出席した時の体
験談が特集されております。海
外での例会について、服装や食
事、更には例会時間などに興味を惹かれまし

朗 遊 会 よ り

囲碁・将棋クラブより

ロータリー3分間情報
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た。また、縦組みの最初は、2010年11月6日
国際ロータリー 第2740地区 地区大会で講演
された第十四代酒井田柿右衛門さんの有田の
伝統を語るという講演要旨が掲載されており
ます。参加した地区大会での講演がロータリ
ーの友に掲載されていることで、ロータリー
の友との距離が近づいた感じがしました。
横組みの28ページに掲載されている、2月

こんなことがありましたは、「2月23日はロー
タリーの誕生日」で、ロータリーの誕生の経
緯の紹介がされております。
そこで、本日はロータリークラブが誕生し
た頃の日本の状況、日露戦争についてお話し
ます。日露戦争は1904年2月8日に開戦いたし
ております。旅順攻防戦、黒溝台会戦等の戦
闘を経て、1905年2月21日～3月10日に奉天会
戦が行われております。まさに奉天会戦が行
われているときにロータリークラブは誕生し
たのです。
日露戦争の決着をつけたのは海戦でした。

ロシアのバルチック艦隊は、バルト海の軍港
リバウを出発し、ウラジオストックへの航海
の途中、5月27日～28日の対馬海峡付近で連
合艦隊と激突しました。この日本海海戦では、
連合艦隊は、秋山真之が立案した作戦などに
よって、バルチック艦隊を圧倒、これを殲滅
しております。
その結果、1905年9月5日に米国ルーズベル
ト大統領の仲介の下でポーツマス条約により
講和することができました。ちなみにルーズ
ベルト大統領は、ポーツマス条約締結に至る
日露の和平交渉への貢献が評価され、1906年
のノーベル平和賞を受賞しております。
また、日露戦争の結果、日本は西欧列国に
準じた扱いを受けられるようになり、明治維
新以来の課題であった不平等条約の改正が進
展するようになりました。井伊直弼による
「開国」も、その効果が出るのは、開国後、
明治維新を経て40年にわたる不平等条約改正
に対する血のにじむ努力の結果を待たなけれ
ばなりませんでした。
与謝野晶子が「君死にたまうことなかれ」

を発表した時代、昨年から年末年始にNHK
で放送される「坂の上の雲」の時代に、ポー
ル・ハリスさん達がロータリークラブを作っ
ていることで、世界の広さに驚きを感じた次
第です。

親睦活動委員会　F木　友輔君

○今月の誕生祝い

闍木　友輔君（5日）
井手　常博君（11日）
佐保　　榮君（12日）
梅村　良輔君（15日）
佐藤　丈治君（22日）
川冨　正弘君（26日）
富永　雅弘君（28日）

親睦活動委員会　高橋　理一君

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
増本　一也君、小川　芳寛君、佐藤　丈治君
平尾　幸一君、F木　友輔君、米倉洋一郎君
高橋　理一君、富永　雅弘君、鬼木　和夫君
久富　洋一君、有薗　良太君
山田眞弘さんの卓話に期待して！！

遠田　公夫君
山田眞弘さんの卓話を、ホテル旅館組合を
代表して謹んで拝聴いたします。
ご入会お待ちしております。

慶　　　祝

ニコニコボックス



（5）（5）

増本　一也君
明日、ドトールコーヒーの新年代理店会議
がありますが、弊社の大塔ジャスコ店がラン
クアップ部門で全国１位となり表彰を受けま
す。円田三郎さんをはじめ、皆様のご支援の
お陰です。ありがとうございます。

F木　友輔君、井手　常博君、佐保　　榮君
梅村　良輔君、佐藤　丈治君、川冨　正弘君
富永　雅弘君
誕生祝いありがとうございました。

『九州新幹線（鹿児島ルート）について』

会員　山田　眞弘君
（ジェイアール九州ハウステン
ボス㈱代表取締役社長）

１．新幹線について

藺鹿児島ルートの概要
〔博多・新八代間　約130km〕
1998年3月　船小屋―新八代間着工
2001年4月　博多―船小屋間着工
2011年3月12日　全線開業
概算工事費：8,920億円

（平成21年8月4日認可額）

〔新八代・鹿児島中央間　約127km〕
1991年9月　スーパー特急方式で着工
2001年4月　フル規格へ変更
2004年3月13日　第１期開業
工事費：6,290億円

藺整備新幹線の建設スキーム
貸付料の支払額は、新幹線整備により
営業主体に発生する受益の範囲内。
建設は、社会資本整備として国が責任
を持って行う。
鉄道施設は、鉄道・運輸機構が保有す
る。

２．第蠢期開業での取り組み

（平成16年3月13日）

藺時間短縮効果
博多～鹿児島中央間
3時間40分→2時間12分

藺九州新幹線を基軸としたネットワークづ
くり

３．全線開業での取り組み

（平成23年3月12日開業予定）

藺更なる時間短縮
博多～鹿児島中央間
2時間12分→1時間19分　

藺山陽新幹線との相互直通運転
藺九州新幹線を基軸としたネットワークの
充実
藺アジア戦略

KTX（韓国高速鉄道）、九州新幹線全線
開業により、高速交流軸が形成される。

ニコニコボックス 本日合計 22,000円

累　　計 471,000円

◇

卓　　話

第蠢期開業後の利用状況



・諫早―長崎間の早期着工
・武雄温泉―諫早間の標準軌化
・利益剰余金の活用
藺佐世保に目が向いているか？
先に九州、佐世保は九州充実後。しか
し、決して忘れてはいない。
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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　　 高橋　理一

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保史談会Ⅱ
佐世保松浦党研究会役員
佐世保史談会会員　　　澤　　正明様

（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：納所　佳民）

・ソウル～プサン　　2時間18分
・プサン～博多　　　2時間55分
・博多～鹿児島中央　1時間19分

計　　　　　6時間32分

４．JR博多シティについて

藺開発面積：約22,000裃、延床面積：約
200,000裃、階数：B3F～10F
藺博多阪急、東急ハンズ、ティ・ジョイ（シ
ネコン）、専門店、ホール等

５．佐世保とのかかわり

藺新幹線との接続は？
佐世保線、長崎線の特急は、鳥栖駅、
新鳥栖駅で停車する。

藺西九州ルートの目標・要望
・新幹線の整備の一環として、肥前山口
―武雄温泉間の複線化

新幹線が通る都道府県の数（予定）


