
会長　梅村　良輔さん
先週は例会を変更させて頂きま

して有り難うございました。
2月1日の長寿祈願祭並びに長寿

祝賀会のご参加、誠に有り難うご
ざいました。賀寿者の9名の方々、
誠におめでとうございました。実年齢×0.8で、
今後益々のご活躍をお祈り申しあげます。
立春は過ぎたとはいえ、本格的な寒さはまだまだ

これからも続きます。各地でインフルエンザが猛威
を振るっています。お互いに気を付けましょう。
ご報告申しあげます。2月12日豸に長崎国際大

学ローターアクトクラブ役員交代式が行われまし
た。本日、新旧役員ご参加ですので、後程ご紹
介、ご挨拶を頂きます。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
長崎県国体・障害者スポーツ大会
部長　藤原　敬一様

○ゲスト
長崎県国体・障害者スポーツ大会総務課
課長補佐　深堀　利春様

長崎国際大学RAC
直前会長　福田　綾菜さん
前幹事　　山口モナミさん
新会長　　劉　　本淳さん
新副会長　船津　諒子さん
新会計　　豊増　展子さん

○ビジター
有田RC 岩尾　慶一さん

副幹事　芹野　隆英さん

１．譛ロータリー米山記念奨学会

「ハイライトよねやま143号」が届きました。

２．ロータリーの友事務所

代表理事　安平　和彦さん

2012-2013年度 ロータリー手帳お買い上げの

お願い

1部 630円（消費税・送料別）
5月下旬出来あがり予定

３．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区大会実行委員長 田嶋　英夫さん
ホスト長崎北東ロータリークラブ

会長　古賀　　明さん

①「2011-2012年度地区大会」ご案内
日時／2012年4月7日貍 12:30～点鐘
場所／長崎ブリックホールにて

②「地区指導者育成セミナー」ご案内…次年度
地区委員長宛
日時／2012年4月6日貊 17:00～18:00
場所／長崎ブリックホールにて

③「RI会長代理晩餐会」ご案内…会長・幹事宛
日時／2012年4月6日貊 18:30～
場所／ホテルニュー長崎にて

④「地区大会関係資料提出について」
信任状証明書、個人表彰者、物故会員資料
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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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⑤地区大会ご案内チラシ、個人登録申し込み
書をセルフBOXに入れております。佐世保
RC事務局までご提出ください。（締め切り日
2月29日）

４．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区幹事 中野　哲生さん

【第二報】2012年バンコク国際大会ツアーについ
てご案内

〔日程〕出発／2012年5月5日貍　11:35発
帰国／2012年5月9日貉　08:00着

※福岡空港発着
①デラックスAホテル利用155,000～165,000円
②デラックスBホテル利用132,000～135,000円
締め切り日／3月30日貊
※ツアーについて国際大会の参加スケジュールは
組み込まれておりませんので、国際大会は、別
途各人で参加登録をして出席していただきます。

５．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
2月6日、7日、8日、14日です。

６．ガバナー・エレクト 福元　裕二さん
地区研修リーダー 高原　武彦さん
PETS実行委員長 松尾日出輝さん
ホストクラブ会長 池田　和雄さん

（佐賀北RC）

2012-2013年度「PETS兼幹事エレクト研修セ
ミナー」開催について（ご案内）
日時／2012年3月25日豸

登録受付13:00～　点鐘 14:00～
懇親会（着席）18:00～

場所／マリトピアにて（佐賀市内）

７．第2740地区
第5グループガバナー補佐 山本　浩平さん
第6グループガバナー補佐 坂井　智照さん
ホスト佐世保中央ロータリークラブ

会長　田代　博之さん
ＩＭ（インターシティ・ミーティング）ご出席の
お礼が届きました。

８．地区ローターアクト代表 大矢　雅人さん
①地区代表の交代と代表事務局メンバーの変
動について
旧西山尚吾さん（佐世保東RAC）

→新大矢雅人さん（唐津東RAC）

旧北エリアリーダー 大矢雅人さん
（唐津東RAC）

→新松本めぐみさん（鹿島RAC）

②ローターアクト地区代表エレクト決定の
ご報告
前田　貢

みつぐ

さん（諫早RAC）

９．長崎国際大学ローターアクトクラブ
1月15日開催「ドッグフェス報告書」が届きま
した。

10.西海学園高等学校 校長　菅沼宏比古様
卒業式のご案内
日時／平成24年3月1日貅 午前10時開式
場所／本校記念ホール

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
2月12日の日曜日に長崎国際大学ローターアク

トクラブの役員交代式が行われました。交代式
は、円田浩司さん、西村正一郎さん、高橋理一
さん、増本一也さん、長富正博委員長と私で出
席をしました。お忙しい中、交代式に来ていた
だいてありがとうございました。
今回、2011年～2012年の会長 福田さんから

2012年～2013年の会長 劉くんに引き継ぎが無事
に行われたことを報告します。
卒業式に関しては、8名のメンバーが卒業する

ことになり、一人ひとりにメンバーが作成した
ビデオレターなどで会場は和やかな雰囲気で進
められ、ともに活動を頑張ったメンバーたちと
の思い出を思い返し、笑ったり涙を流すシーン
もありました。
今回、卒業するメンバーの会長・幹事に関して

は、特別に増本さんの考えた文章に長富委員長
が作成された、かわいらしい卒業証書を4名に渡
しました。内容に関しては、とてもユーモアの
ある証書で、渡された会長・幹事は笑いながら卒
業証書をもらっていました。
今後の活動内容に関してはまだ未定ではあり

ますが、会員の数を増やし活動内容を充実して
いくことが今後の課題です。

■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
去る2月1日に行われました、長寿祈願祭、祝

賀会におきまして賀寿者を含め祈願祭51名、祝
賀会63名という多くの会員の方にご参加いただ
きありがとうございました。おかげさまで無事
に終了することができました。改めて9名の賀寿
者の皆様の一年間のご健勝をお祈りしてお礼と
ご報告にかえさせていただきます。
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■60周年記念誌部会 西村正一郎さん
60周年記念誌につきましては、間もなく完成

いたします。会員の皆さんからの一言コメント
も全員分すべて掲載いたします。次回例会には
お届けできる予定ですので、楽しみにお待ちく
ださい。

出席・例会委員会　浦里　和弘さん
3 分間でどの位の言葉が話せる

か？ アナウンサーの基本の一つはコ
マーシャル。コマーシャルは15秒が
基本で、その中では70音と設定され
ています。
文字数ではなく、音の数、すべて平仮名かカタ

カナで書いて、70文字です。これを基本にすると、
3分間で話せる音は840音になります。息継ぎもな
く、早口で3分間も話すのは不可能です。
ロータリーの友に、おととしから1年間、大阪

で米山記念奨学生として留学された、中国人女性
の思い出が掲載されています。当時、尖閣諸島問
題で、日中関係が悪化していました。そんな時、
中国の両親から、「外では中国語を話すな」と心配
されたそうです。その話を聞いたカウンセラーが
彼女にかけた一言、「私達があなたを守るから」。
この言葉が彼女の胸を熱くしました。短い言葉で
も、人の心を打つことができます。
ロータリーの友に、俳句の投稿コーナーがあり

ます。世界で最も短い定型詩、17音の詩です。
「あたたかい空に　あったかい湯けむり」
20年ほど前、島原半島で開かれた「種田山頭火

を偲ぶ句会」で作った句です。一席は、幻の邪馬
台国の著者、宮崎康平さんの妻、和子さんの句で
した。二席は忘れましたが、私の句は三席でした。
山頭火の句会で三等か。喜びもひとしおでした。
会話は、言葉遊びを入れると弾みます。皆さん

も、俳句をたしなむ、俳人になられたらいかがで
しょう。

親睦活動委員会　松本　由昭さん

○今月の誕生祝い
井手　常博さん（11日）
中川　知之さん（11日）
佐保　　榮さん（12日）
土
、
井　弘志さん（12日）

梅村　良輔さん（15日）

佐藤　丈治さん（22日）
川冨　正弘さん（26日）
富永　雅弘さん（28日）

親睦活動委員会　久富　洋一さん

有田RC 岩尾　慶一さん
お世話になります。

梅村　良輔会長、才木　邦夫さん
藤原さんの卓話に期待します。

有薗　良太さん（有薗順博義肢製作所）
本日卓話をして頂く藤原敬一様へ。
長崎県障害者スポーツ大会では、長崎県義肢

装具組合としてお世話になっております。今後
ともよろしくお願いいたします。

西村正一郎さん
2月12日、ローターアクトクラブの役員交代式

と会員の卒業式に出席しました。卒業者は8人。
卒業会員の1人より「すばらしいローターアクト
クラブを長崎国際大学に作ってくれた佐世保ロ
ータリークラブに感謝します」と涙のコメントが
ありました。

増本　一也さん、F瀬　宏滋さん
本日のゲストのローターアクトメンバーを歓迎

して。

梅村　良輔会長、佐保　　榮さん
中川　知之さん、佐藤　丈治さん
川冨　正弘さん、富永　雅弘さん
土
、
井　弘志さん
誕生祝いありがとうございます。

ニコニコボックス

ロータリー3分間情報

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 14,000円

累　　計 597,000円

◇
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（今週の担当：大野　高広）
（カメラ担当：久富　洋一）

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＊

創立記念日例会
卓話予定者　立石　徳雄パスト会長

『長崎がんばらんば国体・
長崎がんばらんば大会について』

長崎県国体・障害者スポーツ大会

部長　藤原　敬一様

本日は、歴史と伝統ある佐世保ロータリーク
ラブの例会でお話をする機会を与えていただき、
本当にありがとうございます。平成26年、本県
で45年ぶりに開催される「長崎国体」は、「文
化・スポーツ融合国体」「県民総参加国体」「コン
パクト国体」を掲げ、「長崎県らしい、魅力あふ
れる大会」をめざして、大会期間中は、選手・監
督 約21,000人の参加とともに、延べ宿泊数 約14
万泊、観覧者などを含む延べ総参加者数 約90万
人が見込まれ、平成21年推計で、505億円の経済
波及効果が見込まれています。
正式競技37競技、公開競技2競技、「デモンス

トレーションとしてのスポーツ行事」（「デモスポ
行事」）19行事を併せ県内全21市町が会場地とな
り、県として総合優勝を目指し強化事業などを
進めております。
佐世保市においては、ホッケー競技をはじめ8
競技が、12会場で実施され、会場となる佐世保
市東部スポーツ広場体育館（仮称）の新設工事の
ほか、佐世保野球場など市の6施設、県の1施設
について改修が行われ、大会には選手・監督、役
員約5,000人が訪れる予定です。また、県内の皆
様が楽しく参加していただける「デモスポ行事」
は、3Ｂ体操及びスポーツチャンバラが実施され
ます。
総合開・閉会式会場となる諫早市の陸上競技場

は、建設から40年以上経過し、老朽化や耐震性
などの問題に加え、現在の日本陸連第1種公認競
技場の規格に適合していないことから、補助競
技場、駐車場の整備を含め全面的に建て替えを
行っています。主競技場（延べ床面積約29,700裃）
は、Ｖファーレン長崎がJ1に昇格しても対応可
能な施設として、来年5月の完成を目指しており、
観客席の全周屋根、完全2段式の観客スタンド、

全席背もたれ付き独立シートを施し、2万人規模
の陸上競技場としては日本初を誇ります。
国体直後に開催される第14回全国障害者スポ

ーツ大会「長崎がんばらんば大会」は、13競技
に選手・監督、役員約5,500人の参加を見込んで
います。
両大会では、開・閉会式や競技会場の運営ボラ

ンティアや手話等の専門ボランティアを平成24
年秋から募集する予定としているほか、花いっ
ぱい運動などによる「まちづくり」などにとり
くみます。
また、両大会を支える制度として、募金・協賛
金制度を実施しており、募金は4億円を目標に、
企業をはじめ一般の皆さまにご協力をお願いし
てまいります。
最後に、県内唯一のプロスポーツチームで、

現在 J F Lで活動しているVファーレン長崎につい
て、いよいよ平成24年度がJ2昇格へ向けた勝負
の年として県民挙げて応援する運動を進めてい
ます。みなさまの応援をよろしくお願いします。

卓　　話


