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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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会長　飯田　満治君
3月5日貍に長崎国際大学ロータ

ーアクトクラブの役員交代式がござ
いました。ご案内の通りこのRAC
は2005年安福パスト会長の年度に
創設され、爾来6年になり今日に至
っております。途中何度か解体の危機もあった
ものの、提唱ロータリー佐世保クラブの会員各
位の支援の下で、元気に活躍するクラブとして
頑張っております。先日の交代式でも安福パス
ト会長はじめ10名の会員の出席をいただき、地
区内各一般ローターアクトクラブの仲間の皆さ
んも多数出席して、充実した交代式となりまし
た。闍木委員長・小川副委員長はじめ委員会の
皆様それぞれのご協力に感謝申しあげます。
さて、私は業界の総会などもあって、3月3日

と3月7日、福岡に宿泊いたしました。折りしも
新博多駅「博多シティ」のオープンでありまし
た。特に3月3日はオープン初日でしたので、な
んと22万人の人出でありました。佐世保の人口
に匹敵するほどの人々が集まりました。これだ
けの人が集まり1週間で100万人の集客となる
と、もしもそれが九州内の各地の観光地に、そ
の数字のまま当てはめるとすると、一気にその
観光地は黒字決算に転換します。「さすがJRグ
ループ」とその力に驚嘆いたす次第です。さら
に3月12日には九州新幹線の全面開通となりま
すので、またまた大いに賑わうことだと思いま

す。しかしこのような事柄を見ると、一方では
九州内においては福岡一極集中に加速度がつい
て一気に進むなどと、若干の不安も感じます。
しかしながら、「悲観論者はチャンスの中に

困難を見つけ、しかして、楽観論者は、困難の
中にチャンスを見出す」という言葉があります。
チャーチルの言葉であります。種々の状況はあ
っても九州が全体として全国的に最も注目を集
めているときであります。多くのチャンスが控
えていると思い頑張っていきたいと思うのであ
ります。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
平戸RC 会長　柿添　圭嗣君

幹事　貞方　正一君
吉田　春美君

幹事　古賀　　巖君

１．第2740地区 ガバナー　高原　武彦君
地区幹事　酒井田正宏君

ニュージーランド地震災害義援金お願い
ガバナー事務所取りまとめ送金
締め切り3月末

２．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ　3月7日更新のお知らせ

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） 
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３．第2740地区ガバナー･エレクト
岩永　信昭君
（長崎北東RC）

地区協議会実行委員長　黒川　典男君
（長崎北東RC）

地区協議会ホストクラブ会長　森　　義彦君
（長崎北東RC）

2011-2012年度地区協議会のご案内
日時／2011年4月9日貍 14時点鐘
会場／長崎全日空ホテルグラバーヒル（長崎市）
対象／次年度会長･幹事･各奉仕委員長･

地区委員

４．長崎国際大学RAC
2011年度 2月　月報

５．一般財団法人比国育英会バギオ基金
会長　前田　昭一様

（第2580地区）

バギオだより3月号

■ローターアクト委員会 小川　芳寛君
3月5日貍 長崎国際大学において、長崎国際

大学RACの役員交代式及びクラブ卒業式が行
われました。当クラブからは飯田会長、安福
PC、木村副会長、古賀幹事、増本副幹事をは
じめ、たくさんのロータリアンの方々にもご
出席頂き、式が執り行われました。
新役員は先週挨拶に来られた福田さん（4年）、
幹事は山口さん（4年）、会計は古田さん（3年）
と入会1年未満のメンバーが役員になりまし
た。金さん、堀川さんが卒業されました。

■60周年記念事業委員会 芹野　隆英君
先週3月2日貉 13時半より委員会を開催し、3
月19日貍に開催される「ハイスクール茶会 IN
ハウステンボス」について、内容確認いたしま
した。皆さんのお手元に、当日のスケジュー
ル表をお配りいたしております。13:00～15:00、
15:40～16:00の間は特に皆様のご協力をお願い
いたします。
当日は、多くの高校（県内外10校）に参加い
ただき、賑わう事が予想されますので、何卒
よろしくお願いいたします。

■次年度地区協議会 委員長　田中丸善弥君
皆さんこんにちは。次年度（2011～2012年）

の地区協議会が、来る4月9日貉に長崎全日空グ
ラバーヒルにて開催されます。次年度も少しず
つスタートしております。会長、幹事他担当理
事6名で行って参ります。しっかり勉強して参り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

朗遊会幹事　納所　佳民君
第3回朗遊会を28名の参加者で、下記の通り

開催致します。
日時／平成23年3月26日貍

スタート　11:40
場所／佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース
参加費／2,000円
第4回朗遊会は、4月16日貍の予定です。

平戸RC 会長　柿添　圭嗣君
幹事　貞方　正一君

吉田　春美君
平戸ロータリークラブ創立
50周年記念式典のご案内
と　き／
平成23年5月7日貍

ところ／
平戸文化センター

受　付／12:30～
式　典／13:00～14:00
記念コンサート／14:40～15:40

出演　光の園保育園　和太鼓演奏
OMURA室内合奏団

記念講演／15:50～17:30
講師　金

きん

美
び

齢
れい

先生
演題 「母から子供へ、孫たちへ

時代が変わっても
変わらない大切なもの」

祝　宴／17:50～

出席・例会委員会　加藤　陽一君
今日は世界のロータリークラブ会員増強につ

いての情報です。
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委 員 会 報 告

ロータリー3分間情報

朗 遊 会 よ り

その他の報告
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ロータリー財団管理委員長カール. ヴェルヘ
ルム. ステンハイマーさんの記事によると;
世界のロータリー人口の46％をインド、日本、
アメリカの3カ国が占めており、また、これに
韓国と台湾を加えた5カ国がロータリー財団へ
もっとも多くの寄付をしている国です。
ロータリー財団がプログラムを支えていける

かどうかは、ロータリアン、クラブ、地区から
の寄付にかかっている為、寄付は当然、財団に
とって最も重要となります。一方、会員数は伸
び悩んでおり、会員減少を食い止める方法が会
員維持への取り組みです。
もうひとつの方法に拡大があります。会員拡

大には日本だけではなく、世界各国にクラブを
設立して会員の拡大を図ることです。委員長は
キューバや中国などクラブが無いか少ない国々
にクラブを設立させたい意向です。
長崎県から近い中国には、戦前23のロータリ

ークラブがあったと聞いています。しかし、中
華人民共和国が大陸で勝利した後、これらのク
ラブは全て解散させられています。これらのク
ラブのうち、いくつかのクラブは、台湾へ逃れ、
現地でクラブを設立しています。現在の中華人
民共和国では、ロータリークラブを民間で設立
することは許可されておらず、北京と上海の2ヵ
所のみにロータリークラブが設置されています。
クラブは非常に立派な場所で例会を開催して

いるようで、中国の伝統工芸品を飾り、立派な
食事が提供されているようです。ちなみに、中
国のロータリークラブは、海外からの観光旅行
のついでにロータリアンのメイクアップすると
いった訪問が多いようです。 又、自己紹介など
会場での会話は中国語でなく、英語で大丈夫と
のことです。
国内の貧富の格差、官僚の腐敗、政治体制な

ど中国には多くの課題があることは皆さんご承
知のとおりです。急速に大きく発展し、世界の
中でも重要な位置を占めている中国に、ロータ
リーの基本である奉仕の理想を広げていくこと
が出来れば、会員の増加だけでなく世界の平和
の為にも大いに貢献するものと思われます。
本クラブのメンバーの方々、中には既に中国

のクラブ例会等に参加された方もおられるでし
ょうが、これから中国に行かれる時には、現地
のロータリークラブの例会に参加され、その貴
重な体験を本会で披露して頂ければと思います。

親睦活動委員会　川冨　正弘君
○今月の誕生祝い
田中　信孝君（3日）
納所　佳民君（8日）
中島　祥一君（12日）
曽我　勝宣君（20日）
古原　　進君（21日）
井手　孝邦君（28日）
東　陽三郎君（31日）
増本　一也君（31日）

親睦活動委員会　F瀬　宏滋君

平戸ロータリークラブ
柿添　圭嗣君、貞方　正一君、吉田　春美君
本日は50周年式典のご案内に伺わせて頂き

ました。どうぞ宜しくお願い致します。

F瀬　宏滋君、富永　雅弘君、米倉洋一郎君
平尾　幸一君、松本　由昭君、小川　芳寛君
増本　一也君、山田　眞弘君、久富　洋一君
NTTの佐藤丈治さんの卓話に期待して。

安福鴻之助君
結婚記念日の発表は再来週ですが、今日が

結婚記念日なので早いけれどニコニコします。
その代わり再来週はニコニコしませんので、
悪しからず！

井手　孝邦君、納所　佳民君、中島　祥一君
増本　一也君
誕生祝いありがとうございます。

慶　　　祝

ニコニコボックス



福田　金治君
先月結婚記念日のお祝いをいただいたので！

『我がふるさと大分県のご紹介』

会員　佐藤　丈治君
（NTT西日本-九州佐世保支店支店長）

１．概況
藺18市町村（14市、3町、1村）で構成
藺面積　　　6,339裄【全国22位】
藺人口　　　約121万人【全国34位】
藺県民所得　約264万円／人【全国31位】

※九州では福岡県に次いで2番目

２．自然と風土
藺気候は穏和で自然災害も少ない
藺山や海、森や草原、渓谷など自然は極め
て豊かで多彩
藺源泉数、湧出量とも全国一
→11種類ある療養泉のうち、放射能泉を
除く10種類を有す

藺山岳地と溶岩台を水源とする多くの名水
が点在（豊の国名水15選）

３．歴史と文化
藺おおいたの由来
→古事記では豊国（とよくに）、8世紀前半
の碩田（おおきた）国から大分との解釈
より“多き田”が訛って大分となったと
の見解が最近の定説

藺質・量とも優れた文化財が多く存在【国宝
は4件】、「石の文化財」が多いことが特徴
藺「海の幸」、「山の幸」と自然に恵まれた
“食の楽園”

→城下カレイ、臼杵フグ、関あじ、関さば
は美味

藺著名な人物
→大友宗麟（キリシタン大名）、ペテロ・
カスイ岐部（ローマで司祭叙階、日本で
殉教）、滝廉太郎（荒城の月、花）、福沢
諭吉（学問のすすめ、西洋事情）

藺言葉は中国方言の影響が強く九州では異質

４．産業
藺新産業都市や県北国東地域テクノポリス
の指定を機に、鉄鋼、石油化学、自動車
に加え、半導体、電子・電気機器などの
最先端技術企業の立地が急速に進行
藺大分がNo.１の農産物等
蘆かぼす（竹田市、臼杵市で全国の97％を
生産）
蘆乾しいたけ（国内生産量の34％）
蘆源泉数・湧出量→自然エネルギー（地熱）
自給率も全国一（25.2％）
蘆サフラン（大分県で全て生産、8割以上
が竹田市で生産）
蘆まだけ竹財
蘆七島イ（国東で全て生産、琉球表の材料）
蘆道路トンネル

５．その他
○長崎県におけるFTTH普及率は佐賀に次
いで低いレベル
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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

（今週の担当：納所　佳民）
（カメラ担当：高橋　理一）

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保史談会Ⅲ
佐世保史談会副会長　　寶亀

ほ う き

通聰
みちとし

様

ニコニコボックス 本日合計 20,000円

累　　計 575,000円

◇

卓　　話


