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会長　飯田　満治君
この日曜日は、統一地方選挙の

第一弾の県会議員選挙がありまし
た。結果は、皆様の思い通りでし
たでしょうか。大変厳しい時代で
すが、わが長崎県の浮揚のため力
を尽くしていただくよう念願する次第です。
さて、本日の例会より、新しく3名の新会員を

迎えることとなりました。心を同じくする仲間
が増えますこと、大変うれしく思う次第です。
この後、来週も、そしてまた来月も、新しい会
員をお迎えすることになりますが、人格・行動
ともにロータリアンとして、ふさわしい人達が
加わりますので、頼もしく思いますとともに、
佐世保クラブの活動も、より活性化して元気に
なると思うのであります。
次に、わがクラブの名誉会員であられる陸上

自衛隊相浦駐屯地司令には、副団長であられま
した藤田　穰一等陸佐がそのまま昇任されまし
たので、本日例会終了後、推戴状をお持ちする
ようにいたしております。
１年のうち最も躍動感あふれる春の季節とな

ってまいりました。それぞれの学校では入学式
が挙行され、そして、新学期が始まりました。
気持ちも新たに張り切って、顔がキラキラと輝
く子ども達のために、60周年事業の一環として、
テントの寄贈を来週から行ってまいります。延
べ10校の小中学校でございます。子ども達に寄
せる佐世保クラブの会員の思いが、多くの市民
の皆さんにも伝われば幸いであります。

先週の土曜日には、長崎で次年度役員が参加
して、地区協議会が開催されました。後程、梅村
良輔会長エレクトおよび田中丸善弥次期幹事よ
り報告がありますが、次年度の若き岩永ガバナ
ーの話された内容を興味をもってお聞きしたい
と思います。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保南RC 竹田磋智夫君
○卓話者
社団法人佐世保青年会議所
理事長　出端　隆治様

○ゲスト
社団法人佐世保青年会議所
専務理事　池田　真秀様
緊急避難交換学生
ケイト・マクマホンさん

幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
ハイライト米山　133号

２．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
公益財団　ロータリー日本財団より伝達
①ロータリー日本・太平洋諸島地震災害復興
基金の開設のお知らせ
4月1日以降の災害寄付につきまして、個人・
法人からの寄付は税制上の優遇措置の対象
となります

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 
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②国際青少年交換委員長 瀬戸口智彦 君
第8回オリエンテーション開催のお知らせ
日時／2011年5月8日豸 12:00～15:00
会場／ホテルグランドパレス諫早
参加者／来日学生、ホストファミリー、カウン

セラー、クラブ関係者、派遣予定学
生、帰国学生、保護者

③地区ホームページ更新のお知らせ
4月7日

３．ガバナーエレクト 岩永　信昭君
次年度ロータリーの友地区代表委員

田中　克憲君
次年度「ロータリーの友」誌送付サービスにつ
いて（お知らせ）
クラブ雑誌委員長さんへの直送サービス

４．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
ホスト　佐世保東ロータリークラブ

実行委員長　橋口　　正君
競技委員長　村瀬公一郎君

佐世保市内8RC親睦チャリティーゴルフ大会の
ご案内
日時／2011年5月22日豸 AM8:00スタート
場所／佐世保国際カントリー倶楽部

（口の尾町）
会費／会員5,000円　ご夫人5,000円

■浦里
うらざと

和弘
かずひろ

君
S29年8月10日生　56歳
㈱テレビ長崎（KTN）
佐世保支社長
推薦者：遠田　公夫君

飯田　満治君
配　属：出席・例会委員会、親睦活動委員会

■中川
なかがわ

知之
ともゆき

君
S34年2月11日生　52歳
なかがわ歯科医院　院長
推薦者：池田　　豊君

円田　　昭君
配　属：出席・例会委員会、親睦活動委員会

■土
、
井

ど い

弘志
ひ ろ し

君
S43年2月12日生　43歳
長崎文化放送㈱（NCC）
佐世保支社長

推薦者：田中丸善保君、森　　信正君
配　属：出席・例会委員会、親睦活動委員会

緊急避難交換学生　ケイト・マクマホンさん
九州文化学園へ入学する事になりました。よ

ろしくお願いします。

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

職場訪問　時間変更のお知らせ

日時／2011年4月27日貉
14時15分→14時00分
石井海陸興業前集合（タクシー乗り合わせ）
14時30分→14時15分～　施設内見学
15時00分～　プラネタリウム観賞

（所要時間約45分）

次年度会長　梅村　良輔 君
次年度幹事　田中丸善弥 君

日　時／平成23年4月9日貍 13:00～19:00
会　場／長崎全日空ホテルグラバーヒル

岩永信昭ガバナーエレクトの挨拶と次年度方針
「家族」「継続」そして「変化」の説明、及び田口
パストガバナーの基調講演の後、分科会に分か
れそれぞれ研修がありました。
会長・幹事（梅村良輔次年度会長、田中丸善弥

次年度幹事）、クラブ奉仕（円田浩司）、職業奉仕
（加納洋二郎）、社会奉仕（石井正剛）、国際奉
仕・Ｒ財団（芹野隆英）、新世代奉仕（松尾文隆）、
米山記念奨学（米倉洋一郎）、そして地区委員の
玉野哲雄さん、増本一也さんにて各部会に出席
しました。
会長・幹事部会では、野口パストガバナーより
ロータリーの真髄「親睦」「奉仕」「寛容」につ
いて、クラブ会長はクラブのシンボルであり、
RIとクラブの関係、クラブ内管理等など、縷々
説明がありました。
次年度のロータリー活動の指針を学んで参り

ました。土曜日にご多忙の中、また代理出席に
てご無理申しあげ、快く同行くださったメンバ
ーの皆様ありがとうございました。
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入　会　式

ご あ い さ つ

委 員 会 報 告

地区協議会報告
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余談：部会の中で「幹事はクラブの大黒柱で執
行権限を握っている実務のプロ」…「任期は１
年とは限らない」…のくだりを聞き、私「知ら
なかった…」と青ざめました。恐らく梅村会長
も人選を誤ったかと思われたのではないかと…
思わず見つめた次第でした。

4月20日貉の例会では、次年度組織図をメンバ
ーに配布致します。5月18日貉には、次年度大委
員会をセントラルホテルにて予定しております。

米倉洋一郎君
5月22日豸に予定していました8RC親睦ゴルフ

コンペは、チャリティーコンペとして行うとの
ことです。本日セルフボックスに申込書を入れ
ましたので、よろしくお願いします。

出席・例会委員会　佐藤　丈治君
「インタビュー アンジェリーク・キジョー（THE
ROTARIAN 4月号掲載）」を読んで
世界には、現在もポリオ（小児麻痺）で身体障

害に苦しむ子ども達がいます。皆様からのご支援
で、この病を地球上から永遠に拭い去ることがで
きます。rotary.org/endpolio を通じてご協力を
お願いします。今こそポリオ撲滅のとき。

○アンジェリーク・キジョー
・1960年 ベナン共和国生まれ（50歳、ニュー
ヨーク在住）
・シンガーソングライター、ユニセフ親善大使
（2002年～）
・アフリカンポップ、レゲエ、ジャズを織り交ぜ
た音楽スタイル
・グラミー賞に6度ノミネート、米紙ガーディ
アンに「世界でもっとも啓発的な女性Top
100」の内の一人として掲載。
・自身も熱心な人道支援提唱者、アフリカ女
子教育を援助するNPO「バトンガ・ファンデ
ーション」を設立（2006年）

○ポリオ（急性灰白髄炎）
・ポリオウィルスの中枢神経組織への感染によ
って引き起こされる急性ウィルス感染症
・日本では1960年代初頭に大流行（6,500人）、
ワクチン定期接種により1963年には100人以
下に減少し、1981年以降では未発生

・未だにインド、ナイジェリア、パキスタン、
アフガニスタンで地域性流行が発生

◆風評被害（ワクチンが他の問題の原因となる）
の払拭に苦慮
◆ユニセフ親善大使に駆り立てられるもの
→何ももっていない人々に取り囲まれた世界
で生きていくことなどできません。私たち
はできることをします。

蚫
東日本大震災の復興支援、日本の活力の維
持・向上へ

親睦活動委員会　久富　洋一君
○今月の誕生祝い
大野　高広君（3日）
円田　　昭君（5日）
玉野　哲雄君（26日）
遠田　公夫君（26日）
山縣　義道君（28日）

親睦活動委員会　佐藤　丈治君

飯田　満治会長、木村　公康副会長
古賀　　巖幹事、藤井　　隆君、円田　浩司君
浦里和弘さん、中川知之さん、土ヽ井弘志さん

の入会を歓迎します。

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
増本　一也副幹事、円田　三郎君
円田　　昭君、中島　祥一君、森　　信正君
田中丸善保君、山縣　義道君、玉野　哲雄君
米倉洋一郎君、梅村　良輔君、芹野　隆英君
加納洋二郎君、円田　浩司君、富永　雅弘君
納所　佳民君、遠田　公夫君
佐世保青年会議所 理事長 出端隆治さんの卓

話を楽しみにしています。

朗 遊 会 よ り

ニコニコボックス

ロータリー3分間情報

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　　 高橋　理一

（今週の担当：石井　正剛）
（カメラ担当：松尾　文隆）

＊次回例会予告＊

会員卓話　　闍瀬　宏滋君

有薗　良太君
東日本大震災の翌日というのにゴルフをした

のが良くなかったのか、罰があたり脊椎の硬膜
外血腫との診断を受けました。病状は思いのほ
か重く、危うく半身不随になるところでした。
10日間のベッド上安静を経て、29日に退院して
ようやく現場復帰となりました。
平尾先生には、ラウンド中から救急の診察・

入院まで大変お世話になり、中島先輩には当日、
症状が落ち着くまで付き添い頂きました。また、
入院中は佐世保クラブのメンバーの方々にわざ
わざ病院までお見舞いに来ていただき、ありが
とうございました。特に、親指を怪我してゴル
フも釣りもできない、暇を持て余した円田　昭
先輩には何度も訪ねて頂きました。さらに、PC
込みでDVDを貸して頂き、無聊を慰めることが
できました。重ねてお礼申しあげます。
完全復活ではありませんが、これからぼちぼ

ち頑張ります。今後ともご指導ください。

F田　俊夫君
有薗さんが元気になられたので、ニコニコし

ます。当分はゴルフを控えてください。

大野　高広君、円田　　昭君、玉野　哲雄君
遠田　公夫君、山縣　義道君
誕生日のお祝いありがとうございます。

『58年目の佐世保JC』～郷土愛から未来の創造～

�社団法人佐世保青年会議所
第58代理事長　出端　隆治様
（株式会社デバタ　専務取締役）

○自己紹介
2011年度 譖佐世保青年会議所理事長（第58代）
2004年　入会（現在8年目）
現会員数：106名（4月初現在）

主な活動：佐世保青年会議所役員　　5回
長崎ブロック協議会役員　1回
日本青年会議所委員　　　2回

○58年目の佐世保青年会議所の取り組みスロー
ガン・運営方針に対する説明
蘆スローガンに関して
「一意専心」～させぼ愛から創めよう～
スローガン説明とさせぼ愛から創めようの
副題に対しての説明

蘆運営方針に関して
盧郷土愛を盛り込んだ活動の実践

させぼの未来を念頭に置き、まず我々
Jaycee が、より強い郷土愛を持ち「させぼな
らでは」を今一度認識・発掘し、させぼの活
性化に繋がる事業の展開
盪郷土愛を持ったリーダーとしての資質向上

常にさせぼの未来を見据え、想像力豊か
で勇気をもって行動に移すことのできる、
自覚と責任・郷土愛を持ったJaycee を目指
します。
蘯力強い組織の構築

同じ志を持った仲間が多く集い、活発な
議論が行え得る環境を整えていくと共に、
人と人との繋がりを大事にし、対外の方々
との交流を積極的に行うことから、大きな
輪の構築を図り、未来に発展していく組織
づくりを行います。

○郷土愛とまちづくり
盧日本人として、させぼ人として生まれたこ
とへの感謝

盪常に生活する地域に生かされているという
感謝の気持ち

蘯原点は家庭であり、身の回りの人々とのつ
ながり

盻常に郷土を想い、未来を創造し続ける人間
でありたい

ニコニコボックス 本日合計 30,000円

累　　計 642,000円

◇

卓　　話


