
会長　梅村　良輔さん
先週は指定休会日、先々週の観

月例会。ロック米海軍司令官、藤田
陸自団長、朝長市長と名誉会員の
ご参加を賜り、また多くの会員の
皆様にご出席いただきましてまこ
とに有り難うございました。
心配しておりました満月も、その神秘的な輝

きとともに美しい姿を見せてくれました。おか
げさまで盛会裏に例会ならびに懇親会が催せま
したこと、厚くお礼申しあげます。
佐世保ロータリークラブ3000回記念例会日も

早いもので、余すところ１ヵ月を切りました。
現在、姉妹クラブの台南RCより33名の参加の連
絡が来ております。ラホヤRCは連絡待ちでござ
います。
ご参加いただきます姉妹クラブの皆様、第5、

第6グループの皆様に喜んでいただける記念例会
に致したいと存じますので、皆様のご協力どう
ぞ宜しくお願いいたします。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
古代リュート奏者 井上　周子

ちかこ

様
○ビジター
佐世保南RC 桟　　宗利さん

■目黒
め ぐ ろ

誠之
まさゆき

さん
昭和49年4月25日生（37歳）
東京海上日動火災保険㈱
佐世保支社長
推薦者：円田　三郎さん

安福鴻之助さん

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10月のレートのお知らせ
1ドル＝78円（現行78円）です。

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄さん

鬼木和夫さんへ　米山功労者（第2回マルチプ
ル）感謝状伝達。

３．東日本震災復興基金日本委員会
委員長　小沢　一彦さん

東日本震災復興基金日本委員会からの報告
ロータリー東日本震災復興基金プロジェクト
の補助金申請と基金への寄付のお願い
2012年3月31日　東日本震災復興基金へのプ

ロジェクト申請受付　締め
切り

2012年6月30日　すべての申請の審査を終了
現在までの承認プロジェクト別紙参考。
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
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４．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
9月11日、12日、14日、21日、26日、27日です。

５．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区新世代統括委員会

委員長　増G幸一郎さん
9月10日開催（新世代統括、インターアクト、
ローターアクト、ライラ、国際青少年交換）合
同セミナーのお礼が届きました。

６．第2740地区ライラ委員長 中島　洋三さん
ライラ（ロータリー青少年指導者養成プログ
ラム）におけるクラブ負担金について
一律30,000円/クラブ→800円/会員1人
人頭分担金に変更となりました。
佐世保RC  75名　60,000円

７．有田ロータリークラブ会長　深川　祐次さん
実行委員長　嘉村　泰幸さん

創立50周年記念式典のご案内
日時／2011年11月19日貍

式典：13時40分～
記念講演：落語　橘家蔵之助氏

林家たけ平氏
祝賀会：16時～

会場／

８．佐世保西ロータリークラブ
会長　田中　省二さん

「40周年記念誌」が届きました。

９．大村ロータリークラブ
「週報№2～10」が届きました。

10．一般社団法人させぼ夢大学
理事長　近藤　正人様

させぼ夢大学創立20周年記念コンサートの開
催について
佐世保市民無料ご招待（抽選）
開催日／2011年10月29日貍 15時～
会　場／アルカスSASEBO
応募方法／往復はがきのみ（チラシでご確

認ください）。

11．陸上自衛隊相浦駐屯地
新聞「つくも」が届きました。

12．長崎県障害者福祉事業団　つくも苑
機関紙「展海」が届きました。

■新世代奉仕委員長 松尾　文隆さん
第2740地区 新世代部門合同研修セミナー参加
報告
国際ロータリー第2740地区2011-2012年度新世
代部門合同研修セミナーが9月10日貍、長崎新聞
文化ホール「アストピア」において開催されま
した。地区の新世代奉仕部門と地区内57クラブ
合わせて約80名の参加者でした。
13:00開会点鐘、最初に参加者の紹介、岩永信

昭ガバナーの挨拶があり、増闢幸一郎新世代統
括委員長「各クラブ新世代担当理事の皆様へ」、
草野幸子インターアクト委員長「各クラブインタ
ーアクト担当の皆様へ」のスピーチ、続いて岩
永信昭ガバナーによる基調講演がなされました。
10分間の休憩を挟んで、当クラブの増本一也

地区委員がローターアクト委員長代理として「各
クラブローターアクト担当の皆様へ」を代読後、
しっかりと長崎国際大学ローターアクト活動の
成功事例を述べておられました。
その後、中島洋三ライラ委員長「当地区ライ

ラ活動の現状と課題」、川渕孝順国際青少年交換
委員長代理「国際青少年交換活動の現状と課題」
のスピーチがなされ、質疑応答の後、坂井智照
ガバナー補佐の所感、16:30閉会点鐘でセミナー
を終えました。

■第2740地区ローターアクト委員会
地区委員　増本　一也さん

第2740地区 新世代部門合同研修セミナーのご報告
この会議は、岩永信昭ガバナーをはじめ、新

世代部門（新世代統括委員会、インターアクト
委員会、ローターアクト委員会、ライラ委員会、
国際青少年委員会）の地区委員長や委員、又各
クラブからは新世代関係の担当委員長が参加さ
れました。岩永ガバナーの基調講演や新世代統
括部門の増闢委員長、草野インターアクト委員
長、中島ライラ委員長、国際青少年交換委員会
川渕委員がそれぞれの部門の発表をされました。
当日、ローターアクト委員会の藤岡委員長が

欠席で、何故か私が代役を任じられ、80名ほど
の人たちの前で発表することになり、大変緊張
致しました。ローターアクト委員会の今年度の
テーマは、会員増強です。現在9つあるクラブの
中で、5つのクラブが会員数5名以下と存続の危
機にありますので、会員増強は必然の目標です。
特に、佐賀RACは2年前は会員20名を誇っていま
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したが、現在は1名となってしまいました。名
門佐賀RACの再生を応援しなければなりません。
又、佐世保東RACは現在2名に減少し、今後企業
派遣も含めて、皆様にもご協力をお願いしたい
と思っております。

■創立60周年記録誌委員会 才木　邦夫さん
最後のお願いです。一人一言の原稿を10月7日
までにお願いします。

親睦活動委員会　久富　洋一さん
○今月の誕生祝い
米倉洋一郎さん（6日）
田中丸善保さん（19日）
安福鴻之助さん（22日）
西村正一郎さん（23日）

出席委員会　土
、
井　弘志さん

○永年会員表彰
井手　常博さん（27年）
中島　祥一さん（26年）

○出席100％表彰
西村正一郎さん（30回）
松本　由昭さん（2回）
山田　眞弘さん（1回）

親睦活動委員会　佐藤　丈治さん
○結婚記念月のお祝い
下田　弥吉・律子　様ご夫妻（7日）
納所　佳民・季代子様ご夫妻（12日）
中村　徳裕・真理子様ご夫妻（15日）
才木　邦夫・美子　様ご夫妻（23日）
大野　高広・可奈　様ご夫妻（24日）
黒木　政純・結花　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　森　　俊秀さん

佐世保南RC 桟　宗利さん
伝統ある佐世保クラブ様に、初めてメークア

ップさせて頂く記念として、ニコニコ致します。
よろしくお願い致します。

梅村　良輔会長、平尾　幸一さん
井上周子さんの卓話を楽しみにしています。

安福鴻之助さん
卓話者 井上周子さんを歓迎します。初めて井
上さんと会ったのは、もう7～8年前になります。
フランスリヨンの街で今のハズバンド 宮副れ
おな君と一緒でした。あの時の可愛らしいお嬢
さんがもうすっかり大人になって、リュートの
演奏などで大活躍。なにより、佐世保市民にな
られたことが嬉しいです。

藤井　　隆さん、円田　三郎さん
安福鴻之助さん
目黒誠之さんの入会を歓迎します。

西村正一郎さん、米倉洋一郎さん
安福鴻之助さん
誕生祝いありがとうございます。

井手　常博さん、西村正一郎さん
山田　眞弘さん
永年会員表彰および出席100％表彰ありがとう
ございました。

慶　　　祝

ニコニコボックス
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（今週の担当：有薗　良太）
（カメラ担当：中村　徳裕）

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＊

第3000回例会委員会

才木　邦夫さん、中村　徳裕さん
大野　高広さん、納所　佳民さん
黒木　政純さん
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

『南蛮文化と西洋音楽』

古代リュート奏者
井上　周子様

このたびは、お招きいただきあり
がとうございます。今回、リュート
を聴かれるのが初めてというかたもいらっしゃる
と思いますので、まず数曲お聞きください。

〔１曲目　ファンタジア（16世紀のスペインの
曲）演奏〕

1580年代の日本からの天正遣欧使節団につい
てお話します。長崎を出航し8年の旅の中で、ポ
ルトガル、スペインから地中海の航海を経て、
イタリア ローマへの旅をされたこの使節団は、
旅の途中にいろいろな音楽にふれた、最初のル
ネサンスに触れた日本人と思います。

〔２曲目　美しい人（フランスの曲）演奏〕
〔３曲目　鳥の歌（スペインカタロニア地方の

曲）演奏〕

◎リュートについて
音色は繊細なやさしい音色で、音量は小さい

楽器です。アラビアの「ウード」がルーツで、
日本の「琵琶」も似ています。これが、西洋に
伝わったのが「リュート」です。琵琶とネック
の先端部分が折れている造りや、胴の丸い部分
などが共通しています。
宮廷の中での演奏が盛んだったのが、時代の

移り変わりで、一般の方々を多く集めて演奏す
る時代になって、音量が小さいリュートは廃れ
てしまいました。

宮廷音楽が盛んな頃には、王様が寝るときの
音楽としても使われていました。

◎教会音楽について
オルガンが買えないような小さな教会では、

持ち運べるリュートが教会音楽にも使われてい
ました。

〔４曲目　御言葉は肉となり（教会音楽）演奏〕

次は、南蛮文化について、天正遣欧使節は、
ヨーロッパに旅をする前に、セミナリオ（キリ
スト教）の神学校にて、ラテン語や聖書につい
て勉強していて、彼らは、音楽も学び、楽器も
演奏できました。彼らは、ヨーロッパの旅行か
ら帰国して、豊臣秀吉の前で御前演奏も行って
います。ルイスフロイスの日本史のなかで、リ
ュートとチェンバロとバイオリンとハープと歌
を演奏。そのなかで、秀吉が３回もアンコール
を求めた曲を演奏します。

〔５曲目　千々の悲しみ（16世紀）演奏〕

今から400年以上前の時代に、このような曲が
日本で演奏されたということは、不思議な気持
ちです。また、長崎から入ってきたということ
も印象的です。

〔６曲目　16世紀イタリアの舞曲　演奏〕

ありがとうございました。

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 18,000円

累　　計 240,000円

◇


