
会長　梅村　良輔さん
本日理事会を開催致しましたの

で報告致します。
①観桜例会収支報告について
②会員退会並びに後任新会員入会
手続の件

③日本赤十字社事業への活動資金ご協力の件
従来、赤い羽根募金にクラブより協力してい
るので表記の件は支出しない。

報告事項　6月3日豸恒例の空き缶回収キャンペ
ーンに参加致しました。社会奉仕委員会最後の
活動でございました。メンバー16名のご協力有
り難うございました。
今回も続きまして、“ROTARY CLUBとは”

という団扇に印刷されている最後の(5)(6)をご
紹介いたします。
（5）米山記念奨学会は：日本で学ぶ外国人留学
生を支援する日本の全ロータリークラブによる
「多地区合同奉仕活動」です。これまでに支援
した奨学生は約110か国1万3,900人余りにのぼ
り、日本の民間奨学財団では最大規模です。こ
の事業の特長は、各クラブが管理し奨学生一人
ひとりが日本での留学生活において精神的な支
えを得、かつロータリー活動に密着することが
できる点にあります。
（6）識字率向上：世界中で非識字に対する闘いに
取り組んでいます。その一例として、タイのロ
ータリー識字率向上プログラムがあります。こ
のプログラムにより学校での退学者が激減し、
その結果タイ政府によって国内のすべての学校
で採用されました。貧困の連鎖を断ち切るため
にも読み書きができるよう活動を続けています。
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長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長 劉　　本淳さん
幹事 北村　俊子さん

幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区米山奨学委員会
委員長　曽我　文雄さん

2012-13年度 クラブ米山記念奨学委員長セミ
ナー開催のご案内が来ております。
日　時／平成24年6月24日豸 13:30開会
会　場／西九州大学神園キャンパスにて

佐賀市神園3-18-15 TEL 0952-31-3001
参加者／次年度クラブ米山奨学委員長

２．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
6月1日です。

３．ロータリークラブ情報変更のお知らせ
変更前／2012年6月30日まで
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幹 事 報 告

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） 

会　長蘆梅村　良輔　　　幹　事蘆田中丸善弥 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp
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佐世保ロータリークラブ 



クラブ名：東長崎ロータリークラブ
例 会 場：協同組合長崎卸センター組合会館2階
変更後／2012年7月1日より
クラブ名：長崎みなとロータリークラブ
例 会 場：ホテルJALシティ長崎

４．2011-2012年度ガバナー 岩永　信昭さん
職業奉仕の神様と言われた第2580地区東京東
RCパスト会長 佐藤千壽さんの書籍をご希望
のクラブへ先着順で配布のご案内

５．2011-2012年度ガバナー 岩永　信昭さん
2012-2013年度ガバナー 福元　祐二さん
2011-2013年度国際青少年交換委員長

若杉　能将さん
2013-2014年度国際青少年交換学生（派遣）の
募集について（お知らせ）
第１次試験：面接

各ロータリークラブにより
第２次試験：筆記・面接　

8月4日貍　13:00～
西九州大学神園キャンパス

６．2012-2013年度ガバナー補佐 鴨川　潔さん
新年度ごあいさつ訪問のお願い
日時／7月18日貉

７．陸上自衛隊第三教育団兼相浦駐屯地広報室
機関紙「つくも」が届きました。

■ローターアクト地区委員 増本　一也さん

ローターアクト 第30回年次大会のご報告

開催日／平成24年6月2日貍、3日豸
会　場／唐津シーサイドホテル
ホスト／唐津東ローターアクトクラブ
提　唱／唐津東ロータリークラブ
佐賀県唐津市で開催されました今回のRAC年

次大会は、第30回の節目の年となり、2740地区
の9つのRACが参加しました。ロータリーの地
区役員をはじめ、他地区RACメンバー等、150
名程の参加がありました。
当クラブからは、闍瀬副委員長と私とで出席
してきました。長崎国際大学RACは、劉会長、
舩津副会長、北村幹事他、会長経験者である仲
野 優さん、松永夕加さん達も含め総勢15名の
参加となりました。

1日目は、各クラブの1年間の活動内容の発表
がありました。設立年度の古い順に各クラブの
発表があり、当然の事ながら長崎国際大学RACは
最後でした。言葉足らずの劉会長を補佐する意
味で舩津副会長も一緒での発表でした。発表の
最後に劉会長がローターアクト設立目的とその
達成すべき目標（ロータリー定款に明記）につい
て、大きな声で復唱し、この目的と目標に準じ
長崎国際大RACはこれからも活動を続けていきま
すと言った時は、最高に立派でした。他のロー
タリアンの方々も大変感心されておられました。
2日目は、表彰式と卒業式がありました。ロー

ターアクトは30歳が卒業なので、当クラブから
は、松永夕加さんと川嶋早紀さんが卒業証書を
授与されましたが、皆さん、ローターアクト活
動のこれ迄の活動の思い出が蘇ってきたのか、
涙、涙の卒業式でした。そして、表彰式では、
長崎国際大学RACがこの1年間の活動が評価され、
最優秀ローターアクト賞を受賞しました。これ
には、私達も大変感激致しました。劉会長もお
礼の挨拶では、仲野 優さん、松永夕加さん、福
田綾菜さん達歴代会長たちや諸先輩のこれ迄の
努力があったからこそ、この賞が受賞できたと
感謝していました。これも大変立派なスピーチ
でした。この他にも、北エリア代表賞として、
劉 本淳さんが最優秀リーダーの表彰を受け、番
外編として、アクト川柳で、北村俊子幹事が1位
に輝き、この2日間は、長崎国際大学RACデーで
した。ある意味、今回の受賞は佐世保RCと致し
ましても、ローターアクト委員の長富委員長、
闍瀬副委員長をはじめ、皆様に支えられての彼
等の受賞だと感謝しております。ありがとうご
ざいました。
尚、来年のローターアクト地区委員長は、伊万
里西RCの古賀秀仁さんです。

■社会奉仕委員長 石井　正剛さん
「空き缶回収キャンペーン」報告
日時／平成24年6月3日豸
場所／佐世保中央公園周辺（友愛の庭）
参加／16名
ご参加ありがとうございました。

（2）

委 員 会 報 告
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朗遊会幹事　松尾　文隆さん
役員交代式記念ゴルフ大会（第6回朗遊会）

を6月9日貍佐世保カントリークラブにて開催いた
します。11時20分集合（11時40分スタート）で
すので宜しくお願いします。

■長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　劉　　本淳さん
幹事　北村　俊子さん

ローターアクトクラブ地区年次大会のご報告
皆様、こんにちは。お

久しぶりです。長崎国際
大学ローターアクトクラブ
会長の劉 本淳でございま
す。（幹事の北村です。）
今回は、6月2・3日に唐

津シーサイドホテルで行
われました、「第30回 2740地区ローターアクトク
ラブ地区年次大会」の報告のため、参りました。
今期の大会では、我がクラブは、3つ賞を頂

きました。1つ目は、11～12年度のクラブ賞で
ある、最優秀賞を長崎国際大学RACが頂き、ロ
ーターアクトらしい活動をしていると評価して
頂きました。個人賞として、幹事の北村が、
「第1回アクト川柳」の最優秀賞を頂きました。
以下は北村幹事の作品でございます。どうぞお
聞きくださいませ。
「夢にまで出てくるアクト そまりすぎ」。そ
して、私 劉 本淳も「北エリアリーダー賞」を
頂きました。

今回の結果は、佐世保ロータリークラブの皆様
の、普段のご指導及びご協力いただき、温かく
見守って支えて頂いたおかげだと感謝しており
ます。そして、今までの先輩方の努力と、引き
継いでこられた伝統をこれからも大切にしてい
き、ローターアクトクラブの理念と目標に従い、
様々な活動に取り組んでいきたいです。これか
らも、ご指導のほどよろしくお願い致します。

親睦活動委員会　森　　俊秀さん

納所　佳民さん
先週6月1日、商工中金ユース会代表者会議で
北海道旭川市へ行きました。
同じホテルで旭川ロータリークラブでメーク
アップして参りました。設立78年目の歴史ある
クラブという事です。
佐世保ロータリーをアピールして来ました。

梅村　良輔会長、芹野　隆英副幹事
才木　邦夫さん、森　　信正さん
飯田　満治さん、鬼木　和夫さん
佐世保観光大使の審査員の一員として、それ
ぞれエールを送ります。

遠田　公夫さん
ミス佐世保であり、やまがたパラダイスの

佐世保キャンディーズのプロデューサー、且つ
はっぴぃ！FMのパーソナリティなほ子ちゃん、
夫婦でようこそ！
ロータリー向きではない、おとっつぁんがし
ゃべらないので安心しました。

梅村　良輔会長、田中丸善弥幹事
F瀬　宏滋さん、福田　金治さん
安福鴻之助さん、増本　一也さん
松尾　文隆さん

その他の報告

ニコニコボックス

朗 遊 会 よ り
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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

長崎県北振興局　局長　伊東　博隆様

「小生の履歴書から
～何を学び、何を考え、何を興すか～」

年次大会での長崎国際大学ローターアクトク
ラブの「最優秀クラブ賞」受賞をお祝いしてニ
コニコ致します。

『私たちが初代させぼ観光大使なんて!!』

させぼ観光大使
諸岡なほ子様　　野見山理美様

私たちは、させぼ観光大使として任命いただ
き、まもなく1年が経とうとしております。こ
の間、様々なイベントにお招きいただき、微力
ではありますが、佐世保をPRして参りました。
そんな中、強く感じたことは、「いろんな地域
の方が地域活性のために差別化を図ったいろん
な工夫と努力をなさってる」ということです。
となれば、私たち自身も感じだしたのが、

「では、私たち観光大使2名は、他地域と違う
個性やPR表現をしているだろうか」というもの
でした。そんな気持ちがある中、ランタンフェ
スティバルに9地域の観光大使が集まったとき、
以下の2つの衝撃的なことがございました。
■長崎市のロマン長崎さんたちの立ち居振る舞い
■北九州市の看板娘さんたちの内容の濃さ・表
現力の高さ
まず前者の【ロマン長崎さんたちの立ち居振
る舞い】ですが、この方々は20歳代前半にも拘
わらずたいへんきれいな振る舞いでした。私た
ちの育ちや普段の意識の無さ、勉強不足を棚に
上げながらも、この方々にその「振る舞い」に
ついておたずねしたところ、「お辞儀」「立ち
方・座り方」「ウォーキング」「微笑み方」「仕
草」「マナー」「衣装の着こなし」「メイクアッ
プ法」など、あらゆる研修が定期的にあるのだ
とお答えをいただきました。
続いて後者の【北九州看板娘さんたちの内容
の濃さ・表現力の高さ】です。この方々はまる

でお笑い芸人さんのように、発声や表現力の基
礎があり、内容もまるでコントやショー劇場の
ようにおもしろく、ご参加の方は釘付けで、北
九州市のPRとして大きな成果をあげていらっ
しゃいました。もちろんこの方々にもおたずね
したところ、地元の舞台ディレクターのもとで
日々レッスンを受け、北九州市の宣伝PRに創
意工夫をなさっているということでした。（ち
なみに、看板娘さんのPRはYouTubeでご覧い
ただくことができます。）
今の私たちの気持ちは「させぼ観光大使も負
けとられ～～ん」でございます。
そこで皆様、こんな私たちにも、そのような
勉強やPRの場をいただけませんでしょうか。任
期はあと１年強ですが、それまで懸命に「佐世
保をよりよくPRできたら」と思っております。
若輩者ではございますが、佐世保のお役に立て
るようがんばりたいと存じます。このような貴
重な機会をいただき、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 15,000円

累　　計 876,000円

◇

（今週の担当：松本　由昭）
（カメラ担当：大野　高広）


