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会長　飯田　満治君
統一地方選挙の第2弾、市長・市
議選挙が終了いたしました。特に
市議選挙は、合併により広くなっ
た佐世保市で、市議36名の椅子に
46人の候補者が挑戦いたしまし
た。結果についてはそれぞれの思いがありま
しょうが、当選された先生方には、故郷佐世
保のために、4年間力を尽くして、頑張ってい
ただきたいと思うのであります。
さて、その合併した地域であります江迎と

鹿町の中学校及び小学校に、60周年記念事業
の一環として、テントの寄贈を行ってきまし
た。合計で6つの学校です。そこで学ぶ子ども
たちにとって、佐世保ロータリークラブの会
員の気持が通って、より良い教育環境づくり
ができますよう、お役にたてれば大変な喜び
であります。
テントに表示された佐世保ロータリークラブ
の名前が、10年以上学校に残ると思います。
鹿町といえば、今、長串山公園で「つつじ」

が満開です。今年は気候の関係で少し開花が
ずれておりますので、ちょうど今が花盛りで
す。この週末からゴールデンウィークにかけ
て、ご家族などで機会があれば、ぜひ足を運
んでいただきたいと思います。長串山から眺
める北九十九島も趣があって、心がほっとす
る景色だと思います。
帰り道は、時間があれば予約確認の上、お

殿様のお宿「江迎本陣屋敷跡」など立ち寄っ
て、江戸時代の参勤交代のことなどに思いを
馳せていただければ幸いでございます。
週末といえば、今週は38名の皆様とともに、

円田　昭総務委員長の旗のもとに「宇久島映
画祭」を実施してまいります。すでに長崎新
聞には予告記事も掲載していただきました。
島の皆さん、特に子どもたちの本当に喜ぶ顔
を見たいと思っています。
最後になりますが、本日、松本由昭会員よ

りお父様の忌明に伴い、貴重なお志をいただ
きました。理事会にはかった上で、友愛基金
に繰り入れさせていただきたいと思います。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
佐世保市教育委員会　教育次長
佐世保市総合教育センター長
蓮田　　尚様

幹事　古賀　　巖君
１．国際ロータリー　日本事務局　経理室
ロータリーレート5月は1ドル82円（現行80円）

２．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
①地区ホームページ更新のお知らせ
4月14日・20日

会　長　挨　拶
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幹 事 報 告
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②ゴールデンウィーク休業のお知らせ
5月2日豺・6日貊〔4月29日（金・祝日）～5
月8日豸〕

３．ガバナーエレクト 岩永　信昭君
次年度社会奉仕委員長 田嶋　英夫君
①地区協議会社会奉仕部会ご出席のお礼
②次回社会奉仕セミナー
2011年9月10日貍
長崎新聞文化ホールにて予定

４．ガバナー・エレクト事務所
ゴールデンウィーク休業のお知らせ
4月21日貅～24日豸
5月2日豺〔4月29日（金・祝日）～5月5日貅〕

５．平戸ロータリークラブ会長　柿添　佳嗣君
創立50周年記念式典ご案内
日時／平成23年5月7日貍
式典：点鐘 午後4時
小宴：午後6時

場所／ホテル旗松亭

６．佐世保市立江迎中学校
校長　近藤　　真様

テント寄贈のお礼

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

本日の例会終了後、佐世保市総合教育セン
ターへの職場訪問を実施しますので、参加者
は所定の時間までに集合願います。

■江迎・鹿町地区小中学校へのテント寄贈
副会長　木村　公康君

飯田会長からご報告がありましたように、
創立60周年記念事業の一環として、4月20日貉
には、飯田会長、橘闍克和記念事業委員長、
才木邦夫会員、古賀幹事及び増本副幹事の5名
が、合併間もない江迎地区の江迎中学校、江
迎小学校及び猪調小学校の3校をそれぞれ訪問
して「校名入りテント」の寄贈を行いました。
その模様は翌日の長崎新聞で報道されていま
す（才木会員に感謝）。

また、4月22日貊には、中島祥一実行委員長、
古賀幹事、そして私木村の3名で、同じく合併
間もない鹿町地区の鹿町中学校、鹿町小学校
及び歌浦小学校の3校をそれぞれ訪問して「校
名入りテント」の寄贈を行ってまいりました。
3校とも大変喜んでおられました。
飯田会長のすばらしいアイデアで、安い予

算で皆さんに喜んでいただけるすばらしい事
業ができたと思います。

■創立60周年記念行事実行委員会
懇親部会　設営委員長　米倉洋一郎君

創立60周年記念事業懇親部会及び式典部会報告
日時／平成23年4月22日貊 18:30～
会場／セントラルホテル佐世保 2F
出席者／中島祥一、長島　正、松尾文隆、
池田　豊、米倉洋一郎、石井正剛、大野高
広、原口増穂、闍瀬宏滋、遠田公夫、円田
浩司、玉野哲雄、松本由昭、佐藤丈治、山
田眞弘、計15名出席

60周年記念事業は震災自粛を行っていたが、
全国的な自粛見直しや震災復興の気運の大き
な高まりを経て、テント寄贈、宇久島映画祭、
ハイスクール茶会を再開している中、延期し
ている式典及び懇親会の開催時期について協
議を行いました。
池田部会長から、震災による原発被害は

我々の予想を超えるものになったが、それ以
上に外国人の反応は大きい。長い姉妹締結の
歴史もあるし、せっかくの機会でもあるので、
皆が参加できる状況で開催した方がよいので
はないかと思う、との意見が出されました。
しかし、部会委員からは、今年の12月まで

を60周年としてとらえれば、秋口開催予定に
して、原発問題が収束しなければ例会の中で
式典だけ開く等、身内だけでやってもいいの
ではないかという意見や、7月以降となったと
きに、我がクラブはともかく姉妹クラブや市
内クラブの会長をはじめ、お招きする方が交
代となる等の問題等が出されました。
そこで、次回例会時の60周年アワーにおい

て、諮問委員会を開催願い、その中で、ご協
議いただき承諾をいただければ、式典部会と
懇親部会としては今年度開催を凍結し、次年
度秋口頃開催することを中島実行委員長から5
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月理事会に上程していただき、議決を得るこ
ととする結論になりました。

■ローターアクト委員会
委員長　小川　芳寛君

4月28日貅に予定していました、佐世保RCパ
スト会長 安福鴻之助様の卓話「ワイン講座」
は5月12日貅に変更になりましたので、ご連絡
申しあげます。

■次年度幹事 田中丸善弥君
2011年～12年度事業計画書提出の件
小委員長→大委員長　5／6 締め切り
大委員長→幹事へ　　5／11 締め切り
となっております。なお、2011～2012年度

大委員会は平成23年5月18日貉 18:30～となって
おりますので、よろしくお願いします。

朗遊会幹事　納所　佳民君
第5回の朗遊会は5月22日豸 佐世保カントリ

ークラブにて行います。当日は8クラブ合同コ
ンペの中に参加いたします。
出欠の締め切りは4月28日までとなっていま

す。まだ出欠のお返事を出されていない方は
明日中までにお願いいたします。

松本　由昭君
先月、父が亡くなりまして、去る日曜日に

四十九日を済ますことができました。皆様に
は感謝申しあげます。忌が明けるまでという
ことで自粛しておりましたが、これからは公
式・非公式を問わず、積極的に参加させてい
ただきたいと思います。

親睦活動委員会　長富　正博君
○結婚記念月のお祝い
安部　直樹・恵美子様ご夫妻（1日）
坂本　　敏・和代　様ご夫妻（7日）
曽我　勝宣・節子　様ご夫妻（10日）
平尾　幸一・透江　様ご夫妻（14日）

円田　　昭・美和子様ご夫妻（20日）
闍田　俊夫・伸子　様ご夫妻（23日）
山田　眞弘・美智代様ご夫妻（25日）
浦里　和弘・由紀子様ご夫妻（26日）
石井　正剛・佳子　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　F瀬　宏滋君

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
山縣　義道君、黒木　政純君、橘F 克和君
蓮田様の卓話を楽しみにしています。

安部　直樹君、F田　俊夫君、円田　　昭君
石井　正剛君、平尾　幸一君、山田　眞弘君
浦里　和弘君、坂本　　敏君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

『総合教育センター』とは

佐世保市総合教育センター

センター長　蓮田
は す だ

尚
ひさし

様

1．施設の特徴＝学社融合実践拠点
「教育」の主要な区分けとなる「学校教育」

と「社会教育」が、ばらばらに取り組みを進
めるのではなく、両者の溝や壁を取り除き、
お互いが重なりあって取り組むことで、どち
らか一方の目標だけではなく、両者の目標が

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 676,000円

◇

朗 遊 会 よ り

忌明けのあいさつ

卓　　話
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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：幸良　秋夫）
（カメラ担当：納所　佳民）

＊次回例会予告＊

60周年アワー

達成され、より効果的な教育につながるので
はないかという考え方がありますが、その取
り組みをこの施設で佐世保市全体のモデル的
に実践しようではないか、という意気込みの
もとにできた施設です。「複合施設」として、
次の３つの施設で構成しています。
①教育センター
主に、市立小中学校の教職員を対象とした
「研修」を行うための施設です。
②少年科学館
プラネタリウムと天体観測室が特徴的な施
設です。
③清水地区公民館
市内で27番目の公設公民館で、清水中学校
区の地区公民館です。

2．利用状況

3．取り組みの方向性
まずは、多くの人に足を運んでいただく。
→学校関係者、地域住民（市民）が、それぞ
れ持つ課題を共有し、理解する。

→課題の共有・理解から一歩進んで、お互い
の交流が生まれる。

→交流が進み、それぞれが持つ課題解決の
取り組みにつながっていく。

4．職員体制
職員は、総合教育センター課8名（うち3名は
兼務）、教育センター9名、少年科学館7名、清
水地区公民館3名（うち1名は兼務）の計27名
（うち4名は兼務）の体制であり、内訳は正職員
12名（うち4名は兼務）、嘱託・臨時職員等15名
となっています。

5．各施設における事業（取り組み）
○総合教育センター
盧教育センター、少年科学館及び清水地区
公民館の連携事業

盪社会教育に係る研修
蘯視聴覚ライブラリーの管理運営
盻総合教育センターの運用

○教育センター
盧学校教育に関する研究調査
盪教育資料の収集、刊行及び活用
蘯教育関係職員の研修
盻教育相談
眈各種教科書、図書及び資料の整備及び閲覧

○少年科学館
盧主に、児童及び生徒を対象とした各種の
科学分野の講座（教室）の開設及び研究
活動の指導奨励
盪プラネタリウムの運営
蘯天体観測室の運営
盻理科教育に関する各種調査の実施、資料
の収集、作製及び提供
眈各種関係団体、機関等との連絡及びその
活動の支援

○地区公民館（清水地区公民館）
盧定期講座の開設
盪討論会、講習会、講演会、実習会、展示
会等の開催
蘯図書、記録、模型、資料等の整備と利用
促進
盻体育、レクレーション等に関する集会の開催
眈各種の団体、機関等の連絡
眇住民の集会、その他の公共的利用への提供

平成
22年度

教育
センター 少年科学館 清水地区

公民館 その他 計

目標 3,500 7,500 11,000 0 22,000

実績 6,896 18,749 13,036 2,566 41,247



江迎中学校　　2011.4.20

校名入りテント寄贈 

鹿町中学校　　2011.4.22

江迎小学校　　2011.4.20 鹿町小学校　　2011.4.22

猪調小学校　　2011.4.20 歌浦小学校　　2011.4.22


