
会長　梅村　良輔さん
大型台風6号は各地に豪雨を

もたらしました。当地区に被害
は無かったものの、自然の猛威
には今更ながら脅威を感じるば
かりです。“そなえよつねに”
これは、ボーイスカウトのモットーですが、
常日頃からの備えと、心構えの大事さを的
確に表現していると思います。
ご報告いたします。7月14日貅 1日間、佐

世保ロータリークラブの会長として“佐世保
市名誉市民審議会委員”の委嘱を受け、当ク
ラブ名誉会員フランシス ザビエル マーティン
（Francis Xavier Martin）米海軍佐世保基地司
令官への国際親善名誉市民選定会議に出席
して参りました。各界10名の委員により審
議。全会一致で承認されました。因みに現
在までの“名誉市民”は11名。“国際親善名誉
市民”は過去21名で、今回のF.X.マーティン
大佐で22名になります。
次に、7月18日豺“海の日”には、恒例の

“ビーチクリーンアップ”清掃活動に、当ク
ラブより18名の参加をいただきました。祝
日の早朝にもかかわらず、多数ご参加いた
だきまして有り難うございました。夏本番
はまだまだ続きます。夏バテされないよう
ご自愛ください。
残念ではありますが、東京海上日動火災

保険㈱の小川芳寛会員が転勤の為、今月末
をもって退会されます。勿論、後任の方の
入会はお願いできてます。現在、小川会員
はローターアクトクラブの委員長ですので、
本日、持ち回り理事会において、組織変更
について承認をいただきました。ローター
アクト委員会委員長に長富正博さん、副委
員長は闍瀬宏滋さんにお願いすることに決
定致しました。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
㈱スズキゼノン　ナインドット・スポーツ塾
元オリンピック代表
塾長　田端　健児様
○ビジター
大村RC 会長　中島　　悟さん

幹事　酒井　美克さん
佐世保南RC 太田　博道さん
○ゲスト
森　　一也様

幹事　田中丸善弥さん

１．国際ロータリー日本事務局　経理室
2011年8月のレートのお知らせ
1ドル＝80円（現行82円）です。
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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２．第2740地区ガバナー事務所
①ホームページ更新のお知らせ
7月15日、19日です。
②盆休みのお知らせ
8月13日貍～8月16日貂です。

３．第2740地区ガバナーエレクト
福元　祐二さん（佐賀北RC）
事務局長　森永　敏男さん

ガバナーエレクト事務所開設のご案内が届
きました。
［所在地］
〒840-0815  佐賀市天神2丁目5-25

ニューセンチュリー天神303号
TEL 0952-41-7388  FAX 0952-41-7389

4．長崎ロータリークラブ
会長　嵩下　明伸さん
前会長　中村　重敏さん

佐世保RC創立60周年感謝状と記念品贈呈
へのお礼状が届きました。

５．佐世保学園長 桑田　　裕様
第61回社会を明るくする運動「意見発表会」
ご臨席へのお礼状が届きました。

６．映画「エクレール・お菓子放浪記」長崎県
上映推進委員会
代表顧問　中村　法道様（長崎県知事）
事務局　テレビ長崎営業局

東日本復興支援として、映画「エクレール・
お菓子放浪記」完成披露チャリティ試写会
のご案内が届きました。
日時／平成23年7月28日貅

14:00～（13:30～ 開場）
場所／アルカスSASEBO イベントホール

７．つくも苑施設長　ひまわり会長
納涼大会のご案内が届きました。
日時／平成23年7月23日貍 18:30～20:30
場所／つくも苑グラウンド

大村RC 会長　中島　　悟さん
皆さん今日は。本年度、大村

ロータリークラブの第52代会長
となりました中島でございます。
本日は、酒井幹事とともに、

大村ロータリークラブのスポンサ
ークラブであります佐世保ロータリークラブ
にご挨拶に参りました。
今年度の大村ロータリークラブの基本方針

は、ＲＩ地区方針の家族、継続、変化の下に、
会員相互間の親睦を深め、奉仕の原点を見つ
め直すことです。
親睦活動、社会奉仕活動に力を入れ、大村
ロータリークラブの良き伝統を守りながら、
改善すべき点は改善し、更なる魅力ある大村
ロータリークラブにしたいと思っておりま
す。今後ともよろしくお願いします。

会計　井手　孝邦さん

2010-2011年度収支決算報告
2011-2012年度収支予算報告
（別紙参照にて説明）

■社会奉仕委員長 石井　正剛さん
7月18日（月・海の日）、ビーチ

クリーンアップ清掃活動を18名の
参加で行って参りました。

■プログラム委員会
委員長　才木　邦夫さん

プログラム委員会からご協力
のお願いです。現在、鋭意調整
中ですが、卓話や卓話者のご紹
介など、よろしくお願いします。
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親睦活動委員会　松本　由昭さん

大村RC 中島　　悟会長、酒井　美克幹事
本日は大変お世話になります。佐世保RC

様の一年のご活躍を祈念して。

小川　芳寛さん、鬼木　和夫さん
平尾　幸一さん
元オリンピック代表 田端健児さんの卓話

に期待します。

松本　由昭さん
先週の誕生祝いありがとうございました。

岡　　英樹さん、飯田　満治さん
川冨　正弘さん、松尾　文隆さん
永年会員表彰および出席100％表彰ありが

とうございます。

『スポーツを通して佐世保を元気にする』

㈱スズキゼノン
ナインドット・スポーツ塾 塾長
元オリンピック代表（陸上競技）

田端　健児様

○プロフィール

・1974年9月生まれ（愛知県）
・日本大学卒業後、ミズノ入社
・日本の陸上競技選手（専門は400m）
1996年アトランタオリンピック代表
2000年シドニーオリンピック代表
・保健体育科教諭
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円田　　昭さん
兄の告別式、通夜にたくさんの会員の方々
にお越しいただき、ありがとうございます。

大神　邦明さん
輪飲会を7月25日豺 18:30より、ハーバービ
ュークラブ リバティルームで開催します。
現在19名の申し込みがあっております。参加
希望の方は、当日18:00に石井海陸興業前ま
でおいでください。

出席委員会　F瀬　宏滋さん
○永年会員表彰

岡　　英樹さん
安福鴻之助さん

○出席100％表彰

飯田　満治さん
山下　尚登さん
川冨　正弘さん
溝口　尚則さん
松尾　文隆さん

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 109,000円

◇

会葬のお礼

輪飲倶楽部より

卓　　話
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（カメラ担当：久富　洋一）

○スポーツ塾を開塾（ナインドット・スポー

ツ塾）

これまでの自身のスポーツを通じて学んで
きたことを、プロのアスリートとしての知識
と経験を活かし、全ての子ども達が持つ可能
性を一つでも多く引き出すお手伝いが出来れ
ばと考え、スポーツ塾を開塾。

ナインドットとは？

上図の9つの点を4本の直線で全てたどると
いう頭の体操。
9つの「枠」の中だけではたどることはで

きず、9つの点の外にはみ出す直線を考えな
ければできない。
つまり、「まだあなたの枠の中で考えてい

ないか？」という問いかけ。
▼

枠を飛び出し可能性を広げることが重要。
（そのためのお手伝いをしたい）

○活動の思い

・脳を動かして運動神経を鍛える（じゃん
けんゲーム等を活用）。
・一人一人の子ども達に夢を持ってほし
い。その夢に向かって何をすべきかを考
え、それに向かって努力していけるよう
サポート。
・上達する子ども達の笑顔を広げ、周りを
元気にしていく。

○今後の夢

・現在の活動を長崎県全域に広める。
・マスターズ陸上の40歳以上のクラスで
100mを10秒台で走る（日本人での達成
者はいない）。

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

卓話予定者（会員） 浦里　和弘さん
「テレビのウラ話」

ビーチクリーンアップ清掃活動参加者

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
田中丸善弥幹事、芹野　隆英副幹事
増本　一也さん、古賀　　巖さん
大野　高広さん、西村正一郎さん
高橋　理一さん、平尾　幸一さん
黒木　政純さん、円田　浩司さん
溝口　尚則さん、石井　正剛さん
橘闍 克和さん、加納洋二郎さん
坂本　　敏さん、久富　洋一さん

ビーチクリーンアップ
平成23年7月18日（月・海の日）・鹿子前にて

※皆さん早朝よりのご参加お疲れ様でした。
（集合時間の都合上、全員での撮影が出来ませんでした
ことをお詫びします。）


