
会長　梅村　良輔さん
梅雨明けしてから毎日酷暑が

続いていますが、いかがお過ご
しでしょうか。もちろん人間は
順応性を持った生き物ですので、
慣れることができます。早く暑
さに慣れてこの夏を健康で乗り越えたいもの
です。それにしても、この春夏秋冬のはっき
りしていた我が国日本でしたが、近年過ごし
やすい春・秋が短くなり、いきなり夏、いき
なり冬到来と感じるのは私だけでしょうか。
報告事項ですが、「財団法人ロータリー米

山記念奨学会」より「理事会緊急決議と寄付
増進のお願い」がまいりましたのでお伝えい
たします。
昨年度（2010年度）の寄付収入は予算通

り13億円を達成できました。しかし、年間
800名の奨学支援に必要な経費は14.5億円で
これを賄うことはできません。これを補う
ために「奨学資金特別積立財産」を取り崩
して帳尻を合わせています。今年度の理事
会においての決定事項は、支援する奨学生
数は昨年度と同じ800名で、寄付収入予算も
昨年度と同額の13億円です。不足金が発生
する分は前年度同様「奨学資金特別積立財
産」を取り崩して穴埋めすることとなって
います。但し、取り崩しは今回で最後とす
るとのことですので、今後の方針としては、

①寄付を増進する　②奨学生数を減らす
③奨学生数を維持して、一人当たりの奨学金
額を減らす。この中から三者択一することと
なり、理事会の緊急決議は、①の緊急の寄付
増進に決定されました。一人当たりの平均寄
付額は約1万6千円になります。皆様のご協力
をよろしくお願い申しあげます。ということ
です。
7月25日豺米軍基地内ハーバービュークラブ
にて“輪飲クラブ”がありました。メンバー
15名、奥様方3名、事務局 山田さんの合計19
名の出席で、アメリカ・カリフォルニアの代
表的な赤ワイン“オーパス・ワン”を目玉に、
美味しいワインと料理と会話を、全員で堪能
して参りました。

7月20日貉 第3回市内ロータリークラブ会
長・幹事会が開催されました。
①ＩＭの開催については、ＩＭの名称を使い
2012年2月18日貍に、第5・第6グループ共催
で実施することに決定。内容は未定で、ホ
ストクラブは佐世保中央RCです。
②卓話者に関しての情報交換を8RCで実施し
ます。
（例）佐世保市消防局、障害者フェスタ関

係者より卓話の機会を頂きたいとの
事でした。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
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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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幹事　田中丸善弥さん

１．財団法人ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄さん

理事会緊急決議と寄付増進のお願いが届き
ました。

２．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
ロータリーの友地区代表委員

田中　克憲さん
①「ロータリーの友」バナー自慢投稿依頼
（お願い）が届きました。
原稿送付先：ロータリーの友事務所

②「ロータリーの友」同論異論（仮題）原稿
大募集
原稿送付先：ロータリーの友事務所
テーマ：①東日本大震災に対し、さま

ざまな自粛の声を聞くが、自
粛はすべきか？すべきではな
いのか？
②会員増強は必要か、否か？

文字数：600字以内
投稿先：ロータリーの友事務所

③2013年規定審議会 立法案提出について
国際ロータリーへの立法案提出期限は
2011年12月31日まで。
2010年手続要覧 第13章をご参照いただ
き、期限までにガバナー事務所へ通知
願います。

３．第2740地区国際奉仕統括委員会・ロータ
リー財団委員会

委員長　石坂　和彦さん

財団奨学・学友委員会
委員長　有田　信一さん

第2回ロータリー財団委員会および財団奨
学・学友委員会開催について（ご案内）
日時／2011年8月20日貍

12:30 昼食　13:00～16:00 会議
場所／長崎新聞文化ホールアストピア

3階「あじさい」にて
出席者／地区ロータリー財団委員会委員

（玉野哲雄会員）

４．国際奉仕統括委員長兼ロータリー財団委員長
石坂　和彦さん

国際奉仕・ロータリー財団セミナー開催に
ついて
日時／2011年9月3日貍

12:30 受付開始　13:00 開会
場所／長崎新聞文化ホール アストピア

2階大ホール「翔鶴の間」にて
出席者／地区ロータリー財団委員会委員

（玉野哲雄会員）
幹事及び国際奉仕理事又はロー
タリー財団委員長

５．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新 7月21日、25日です。

６．佐世保東南ロータリークラブ
創立20周年記念バナーが届きました。

小川　芳寛さん
この度、京都への異動となり、
退会させていただきますのでご
挨拶をさせていただきます。
佐世保ロータリークラブに入

会させていただき3年間、例会や
懇親会、イベント等に参加させていただき、
貴重な体験をさせていただき、公私ともに
色々勉強することがたくさんありました。最
後まで緊張する場所でした。
特に、昨年よりおおせつかったローターア
クト委員会においては、五島でのライラや島
原での年次活動で（必ずアクトと間違われ）、
自分の威厳のなさを痛感しながらも、長崎国
際大学の皆さんと楽しい活動をさせていただ
きました。
後任もお世話になりますので、引き続きよ
ろしくお願いいたします。
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幹 事 報 告

退 会 挨 拶



『テレビのウラ話』

会員　浦里　和弘さん

きょうは、浦里の浦と裏をか
けて、私の自己紹介と長年所属していた報道
と制作現場のウラ話をします。1954年8月10
日、福岡市の大橋で私は生まれました。1978
年西南大学を卒業後KTNに入社しました。
カメラマン志望の私が何故、アナウンサーに
なったのか・・・・。
私が異動するときというのは、県内や世界
的にも大きな事件や事故が起きています。最
初の異動は1982年でした。その年の夏、7月
23日長崎大水害が発生しました。
私は帰宅途中で首まで浸かりながら、近く
の立体駐車場に避難しました。避難された
方々と車のヒーターで暖を取りながら、とて
も寒い夏の夜を過ごしたのを記憶していま
す。その後1～2ヵ月は被災地での取材と編
集・放送を繰り返す毎日でした。
1990年に制作から報道へ異動した年の11月
17日に雲仙普賢岳が噴火し、1991年6月3日に
は大火砕流惨事が起きました。私は3日前ま
で現場にいましたが、火砕流という言葉を当
時、誰も聞いたことがありませんでした。6
月3日 夕方4時過ぎの火砕流では43人が亡く
なりましたが、うち3人がKTNの社員で、そ
の1人が同期のカメラマンでした。
2001年、本社の報道から佐世保支社の報道
に移りました。その年の9月11日、アメリカ
の同時多発テロがありました。ビルへ飛行機
が突っ込むテレビ映像を見て、最初は映画を
やっているのかと現実のものとは思いません
でした。その後、本社のデスクからアメリカ
軍基地へ取材に行くようにとの指示があり、
そこではじめて佐世保はアメリカ軍の基地の
街であることを実感しました。
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○結婚記念月のお祝い
溝口　尚則・圭子様ご夫妻（29日）

親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事
芹野　隆英副幹事
浦里和弘会員の卓話を期待申しあげます。

是非、オフレコの話もよろしくお願いします。

才木　邦夫さん、土
、
井　弘志さん

円田　浩司さん、長島　　正さん
高橋　理一さん、F瀬　宏滋さん
古賀　　巖さん、平尾　幸一さん
浦里和弘さんの卓話に期待しています。

田中丸善弥さん
誕生のお祝いありがとうございました。

ニコニコボックス

慶　　　祝 卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 12,000円

累　　計 121,000円

◇

● ●
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（今週の担当：久富　洋一）
（カメラ担当：大野　高広）

海上自衛隊が支援に行くらしいということ
で毎日前畑岸壁に行き、海上自衛隊の船の動
きを監視していました。
2003年本社の報道へ戻り、その年の7月1日
長崎市内で中学校の生徒が幼児を駐車場から
突き落とした事件がありました。
また、7月18日の夜には、特急かもめが小

長井駅付近で脱線転覆しましたが、その状況
をかもめに乗車の社員からの電話でいち早く
察知しました。中継車を出しましたが大渋滞
で、中継の立ち上げに5分から10分かかると
ころ、技術の好判断で走りながらアンテナを
上げて現場に到着し、ギリギリなんとか中継
に間に合わせました。
2007年編成局長となり、4月には長崎市長

選の最中に当時の市長が銃弾に撃たれまし
た。その後、12月には佐世保で銃乱射事件が
ありました。
こうして見ますと、私が異動するたびに大
きなことが起きていると思います。幸いにも
私が佐世保支社に来ました2009年以降、今の
ところ何もあってないと思っていましたが、
よくよく考えますと、3月11日に大きな震災
がありました。
現在も私どもをはじめ全国の系列局が輪番
で応援に行っています。被災地のテレビ局は
本当に大変だし苦労されていると思います。

テレビは表面で流れるのを見るだけでな
く、現場はどうなっているかなど、皆さん方
も想像しながら疑問を持って見て頂ければと
思います。3、4年前までメディアリテラシー
（批判的にものを見る考え方）の子供を中心
とした勉強会をやってきました。情報が多い
中で情報を見極める力をつけることが必要だ

と思います。1社だけで判断するのではなく2
社3社を見比べながら判断することが今の子
供たちにも必要なのかなと思います。

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

長崎短期大学　教授　小嶋　栄子様

「留学生たちとの日々」

（30有余年前、若き日の浦里青年…本人談）


