
会長　梅村　良輔さん
先週の年次総会では、会長ノミニーの決定。

又、次年度長島会長エレクトの理事・役員・監
事の決定をみました。我が佐世保ロータリー
クラブの伝統を守っていかれる強力な布陣で
す。まだ先のことと思わずに準備を進めて頂
きたいと存じます。あっという間にその時は
参ります。
さて、本年も余すところ半月になりました。

当クラブの主行事も17日貍の忘年家族会で上
半期の締めくくりとなります。次週21日が今
年最後の例会となり、28日は指定休会日です。
今年は、世界的にも国内においても激動の

１年でした。ギリシャに端を発したEU各国の
経済危機。3年前、リーマンショックで世界が、
日本が恐慌の嵐を受けましたが、今回も止ま
らぬ円高・ドル安で景気は下降。震災の復興、
原発事故の解決。近い将来のTPP、消費税ア
ップ、普天間特措法、デフレの早期脱却等々
の問題が山積です。日本政府の指導力、行動
力に期するところ大なのですが…？
本日は、佐世保中央ロータリークラブより、

来月1月28日貍に開催されます、2011-2012年度
国際ロータリー第2740地区 第5・第6グループ
インターシティ・ミー
ティングのご案内に多
数お見えです。主旨を
ご理解の上、多数のご
参加をお願い申しあげ
ます。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
佐世保中央RC 会長　田代　博之さん

竹本　慶三さん
指山　康二さん

幹事　田中丸善弥さん

１．RI 第2740地区ガバナー事務所
①年末年始休業のお知らせ
12月28日貉～1月5日貅です。
②地区ホームページ更新のお知らせ
12月7日、8日、9日、12日、13日です。
③「ハイライトよねやま141号」が届きました。

２．第2740地区ガバナーエレクト
福元　裕二さん

2012-2013年度 地区大会日程変更について

当初、2012年11月30日～12月2日の開催予定を
日時／2013年4月6日貍、7日豸
場所／佐賀市文化会館
RI会長代理夫妻歓迎晩餐会

2013年4月5日貊
ホテルニューオータニ佐賀

に変更いたします。
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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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３．長崎国際大学ローターアクトクラブ
①10月29日 大学祭　RAC新入会員増強
活動報告書
②12月22日 クリスマス例会 計画書
③1月22日 RAインターシティ・ミーティング
参加 計画書
が届きました。

佐世保中央RC

会長　田代　博之さん
竹本　慶三さん
指山　康二さん

2011-2012年度 ＩＭ（インターシティ・ミーティング）
開催のお知らせ

日本人ならではの美しい精神は、慈愛に満ち
た無償の愛の精神であり、これこそ博愛と呼べ
るものだと思います。RIテーマ「こころの中を
見つめよう、博愛を広げるために」、地区スロー
ガン「家族・継続・変化」を基調とし、東日本大
震災後、今の日本に必要なテーマであり、必須
課題であると考えられる「復興と支援」をキー
ワードに、ロータリアンとして、今何を考え行
動していくのかを考えるフォーラムとします。
是非、多数のご参加をお願い致します。

日時／2012年1月28日貍 13:00 登録受付
場所／九十九島観光ホテル・孔雀の間にて

藺基調講演「復興と支援」
参議院議員　山東　昭子様
東京恵比寿ロータリークラブ会員

藺パネルディスカッション「復興とロータリアン」
コーディネーター／
竹本　慶三様（佐世保中央RC）
パネラー／2740地区ガバナー

岩永　信昭様　他

ローターアクト委員会　増本　一也さん

○長崎国際大学RAC クリスマス例会のご案内
日時／平成23年12月22日貅

受付18:00～　点鐘18:30～

場所／ハウステンボスJR全日空ホテルにて
登録料／3,500円
締め切り／12月15日貅までにお願い致します。

○RAインターシティ・ミーティングのご案内
日時／平成24年1月22日豸　10:00～
場所／鹿島市商工会議所3階大会議室にて
登録料／4,500円

出席・例会委員会　山田　眞弘さん
「鞄」
「ロータリーの友モトノーリターロ」
上から読んでも下から読んでも

「山本山」のように、右から読ん
でも「ロータリー」、左から読ん
でも「ロータリー」。片方の表示は左から書く
べきでは…。と、思いつつページをめくると、
ほっと温まる記事が目につきました。
それは、⑮ページの左上に「鞄」を社員から
贈られた方のお話。
「気持ちがくじけそうになった時、このかば
んを見ると“力”が湧いてきます。」
なかなかいい話である。
ところで、日本には、「かばんの日」がある

のをご存知でしょうか。

かばんの日…毎年6月の第3日曜日の父の日に
は是非、「鞄のプレゼントをして欲しい」と、
日本鞄協会が、父の日蚰かばんの日として制
定した記念日。

さてさて「かばん」を外国語では何と言う？
英語　　　　bag （バッグ）
フランス語　sac（サッキ）
イタリア語　borsa（ボルサ）
オランダ語　zak（ザック）
ドイツ語　　tasche（ターシェ）
スペイン語　bolsa（ボルサ）

※カバンの語源は諸説ありますが有力なのは、
オランダ語の買い物かご「kabas」のようです。

かばんの思い出
社会人になってからの初めてのかばんは特

別な意味を持つ。ネクタイ、スーツ、靴、時
計、今でもあの時の気持ち、ファーストキスの
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ようなときめき（皆さんのファーストキスは
いつですか？いらぬお世話ですが…）を思い
出すことがある。

大きな夢を詰め込んで、街に出てくるいつ
ものかばん。時には日常から遠く離れて一緒
に旅するかばんもある。思い出のページをめ
くると、どんな時もやさしく見守ってくれた
かばんもあった。そんなかばんをこれからも
側に置いていたい。

親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

○今月の誕生祝い
長島　　正さん（5日）
菅沼宏比古さん（21日）

親睦活動委員会　浦里　和弘さん

佐世保中央ロータリークラブ
会長　田代　博之さん、竹本　慶三さん
指山　康二さん
ＩＭ開催参加のお願いに参りました。よろ

しくお願い致します。

梅村　良輔会長
佐世保中央ロータリークラブのメンバー多

数のご来訪を歓迎申しあげます。来年1月28日
のIMの主催大変でございますが、頑張ってく
ださい。当クラブからも多数出席の予定です。

遠田　公夫さん
先日、本日お越しの中央RCの皆様と同道し、
宮城県の被災地に行って参りました。マスコ
ミでは知りえない生の声を聞いてきましたし、
現地のNPOの活動には、頭の下がる思いでご
ざいました。只、お金を寄付するだけではな
く、現実を理解し、ロータリアンとして更な
る応援が必要と実感しました。是非、最後に
なるかもわからないＩＭに参加し、現地の実

態を勉強いただくよう、佐世保RCの皆様にお
願い致します。

遠田　公夫さん
先日の落語会、お蔭様で満席の上、大盛況

に終わりました。軽井沢から来た素人の子ど
もの一人は、「坂の上の雲」に出演した子役で
す。また次回も格安で開催致しますので、よ
ろしくお願い致します。次回も、「笑いで佐世
保に元気を！」がテーマです。

梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
浦里　和弘さん、土

、
井　弘志さん

才木　邦夫さん、納所　佳民さん
松尾　文隆さん、高橋　理一さん
山田　眞弘さん、森　　俊秀さん
見藤史朗さんの卓話に期待してニコニコし

ます。

長島　　正さん
誕生日のお祝いありがとうございます。

『都市ガス100年 in SASEBO』
新会員　見藤　史朗さん

来年1月で佐世保市に都市ガス
会社が出来てちょうど100年になり
ますので、本日は「都市ガス100年in SASEBO」
というお話をさせていただきます。
現在、佐世保市の西部ガスのお客さまは約4

万3千件、ガスをお届けしている地域は佐世保
のほかに長崎・島原・熊本・福岡・北九州など16
市16町、用途は様々で家庭用の調理や、給湯、
暖房などはもちろんですが、工業用、業務用、

ニコニコボックス

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 402,000円

◇

慶　　　祝
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：有薗　良太）

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
いちよし証券
支店クライアントサービス

室長　羽根　維久夫様

そして冷暖房としての空調用など色々なとこ
ろで使われています。
電力会社と違って都市ガス会社は全国に210

社、九州では27社あり、長崎県内では他に大
村市や諫早市などにあります。九州全域がパ
イプラインでつながっているというのではな
く、地方自治体に点在しているという点で、
インフラ事業としては電力やＮＴＴより水道に
似ています。
日本で初めて都市ガスが登場したのは、明

治5年（1872年）9月、横浜の馬車道で点灯され
たガス灯です。このように、しばらくガスは
明かりとして普及を続けましたが、その後、
電燈が普及するのに伴って、用途は調理や給
湯へと変わっていきました。
佐世保で都市ガスが使われるようになった

のは明治45年（1912年）1月18日、つまり来年
1月で100周年を迎える訳です。
佐世保ガスを含む北部九州のガス事業者は

その後分離合併を繰り返し、昭和5年（1930年）
西部ガスが設立されました。
佐世保ガスとして開業した当時のお客さま

数は800件あまりでした。その後、佐世保市の
発展とともにお客さま数は順調に増え続け、
昭和18年には5,300件になりましたが、空襲に
よる被害などで、終戦時には2,000件まで減少
してしまいました。
しかし、戦後の復旧・復興に伴い佐世保市

の人口が増えていくとともにガスをお使いの
お客さまも増えていきました。ガスの原料も
かつては石炭でしたが、その後石油系の原料
を経て、今では天然ガスが都市ガスの原料と
なっています。
ところで、ガスにはガス爆発とかガス自殺

というイメージがありますが、まず、都市ガ
スでガス自殺は出来ません。かつての都市ガ
スには製造過程で一酸化炭素が含まれていま
したが、今の都市ガス（天然ガス）には一酸化
炭素は含まれていないからです。

ただし、空気とガスが程よい割合で混ざり
合ったとき、燃焼・爆発が起きますが、ご近所
の迷惑になりますので、部屋の中にガスを溜
めようなんてするのは止めてください。それ
から、ガス自体は無臭なのです。ただ万一漏
れた時のことがあるので後から臭いをつけて
います。
都市ガスはほかのライフライン同様いろい

ろな災害に遭っていますが、今では地震に強
いポリエチレンで出来たガス管や震度5以上の
地震があると自動的にガスを停止するガスメ
ーターなどの普及で災害対応は日々強化され
てきています。
現在、都市ガスの用途はさらに広がってお

り、近頃耳にする燃料電池の燃料としても使
用されています。原理は水の電気分解と反対
で、空気中の酸素と都市ガスに多く含まれる
水素を反応させて電気と熱を作り出すという
ものです。今後のエネルギーの多様化、発電
の多様化としても注目されており、西部ガス
管内でも数百件のご家庭に設置されています。
ということで、「くさい」「こわい」という

イメージとは今の都市ガスはちょっと違いま
すよ、ということをお伝えしながらガスくさ
い話を終わらせていただきます。
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梅村良輔会長挨拶 

来賓挨拶 
佐世保地方総監 
加藤耕司 様 

乾杯 
陸上自衛隊第三教育団長兼 

相浦駐屯地司令 
藤田　穣 様 バルーンアートに喜ぶ子ども達 

司会の納所佳民さん 親睦活動委員長の 
円田浩司さん 

長崎国際大学RACメンバー サンタクロースから子ども達へ 
クリスマスプレゼント 

ハンドベルでクリスマスソングを 
演奏していただきました 

忘年家族会  
と　き：2011年12月17日貍 
ところ：佐世保玉屋文化ホール 

来賓挨拶 
米海軍佐世保基地司令官 
チャールズ W.ロック 様 

万歳三唱 
佐世保市長 
朝長則男 様 

 

 


