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いものは今後ハワイ沿岸にまで到着する可
能性があるともいっています。国際法上は
日本に責任は無いようですが、倫理的には
瓦礫の処理に経済的支援の必要性が出てく
るでしょう。
　瓦礫といっても元々は被災者の財産だっ
た物であり、何ともやり切れない思いがあ
ります。これから気の遠くなる様な瓦礫の
処理があと何年続いて行くのでしょうか。
　2740地区ガバナーの福元裕二氏は地区方
針の中で、東日本大震災の支援を継続しよ
うと掲げています。私達ロータリアンが今
後どのような支援ができるのでしょうか。
真剣に考えなければなりません。

報告事項であります。
　7月9日㈪に、市内8クラブの会長、幹事で
朝長市長と市政記者クラブに表敬訪問に行
って参りました。それぞれのロータリークラ
ブが地域において奉仕活動を行っています
が、行政ご当局との連携をはかりながら今
後も引き続き進めて参りたいと思います。

　本日の例会は先週に引き続きクラブ協議
会となっています。担当の理事の皆様方に
は事業計画、会計担当の井手孝邦さんには
予算書の説明と報告をお願いしまして挨拶
と致します。

　7月1日現在、佐世保RC会員の平均年齢は
62.6歳となっております。

	 会長　長島　正さん
　皆さん今日は。鬱陶しい梅
雨空も今しばらくは続く様で
すが、梅雨が明けて本格的な
夏になりますと、今年は計画
停電の話も出てきています。
節電対策で頭が痛いところであります。会
員の皆様方も健康と体調管理には充分ご注
意のうえお過ごし頂きたいと思います。

　先日、NHKのテレビ番組で東日本大震災
の瓦礫の処理問題を取り上げた報道番組が
放映されていました。2,000万トンの瓦礫の
処理が1年4ヵ月以上経過した現在でも大幅
に遅れているようです。
　被災地での処理能力にも限界があり、被
災地以外の地方自治体が一部その処理受け
入れを表明し、既に行っているところもあ
りますが、放射能汚染物質の持ち込み反対
の地元住民との狭間でその後止まってしま
った所もあり、一向にはかどっていないの
が現状です。
　地上に残された瓦礫も問題であります
が、津波によって海へ流されていった瓦礫
のうち、比較的軽いものが海流にのってカ
ナダの沖にまで漂流し、一部は海岸に漂着
し始めているということです。
　水面近くを浮遊しているので船舶への事
故などが懸念されるといっていました。重
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２．佐世保北RC
　「	2012-13年度クラブ現況と活動計画書　
前年度活動実績報告書」が届きました。

３．提唱  鹿島RC 会長　馬場　泰造さん
　　鹿島RAC 会長　中村　一尭さん
　公式訪問例会のご案内
　　日時／平成24年7月21日㈯　19:30～
　　場所／鹿島商工会議所

４． セルフBOXへ地区大会報告書を配布し
ております。

	 安福鴻之助さん

輪飲クラブ開催のご案内
　日時／平成24年7月27日㈮　18:30～
　場所／ハーバービュークラブ
　会費／10,000円
　募集人数／	10人限定（オーパスワンが2本

しかありませんので）
集合時間・場所は、後程ご連絡致します。

	 出席・例会委員会　米倉洋一郎さん

○今月の誕生祝い
　松本　英介さん（1日）
　田中丸善弥さん（4日）
　松本　由昭さん（6日）
　中村　徳裕さん（6日）
　木村　公康さん（27日）

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　大村RC
　　会長　荒木　静男さん
　　幹事　伊達　秀喜さん
　佐世保南RC
　　太田　博道さん

	 大村RC会長　荒木　静男さん
　私は、大村RC会長の荒木静男と申します。
　本日、伊達秀喜幹事共々、スポンサーク
ラブの佐世保RC様へご挨拶に参りました。
　去る、52年前の昭和35年に、当時の福岡
RC	中牟田喜兵衛ガバナーのおり、田中丸	
善三郎氏が特別代表として就任いただき、
大村RC誕生となりました。
　以来、歴代の会長・幹事がお邪魔させて頂
いております。私も、平成14年	豊竹会長の
おり、幹事としてお邪魔させて頂きまし
た。これからも宜しくお願い致します。

	 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区ガバナー・エレクト
 塩澤　恒雄さん
　　2013-2014年度 地区幹事
 竹田　健介さん
　ガバナー・エレクト事務所開設のご案内
　　所在地：〒859-5104	平戸市崎方町776-6	

平戸商工会議所内
　　TEL：0950-23-8086
　　FAX：0950-23-8096
　　E-mail : ri2740hirado@mx35.tiki.ne.jp
　　執務時間：9:00～17:00（月～金曜日）
　　事務局長：吉澤　裕輔さん
　　事務局員：髙橋　照代さん

例 会 記 録

幹 事 報 告

ごあいさつ 輪飲倶楽部より

慶　　　祝
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	 親睦活動委員会　大久保利博さん

大村RC　会長　荒木　静男さん
　　　　 幹事　伊達　秀喜さん
　新任のごあいさつに上がりました。
　この一年よろしくお願い申しあげます。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事
　大村RCの荒木会長、伊達幹事のご来訪を
心から歓迎いたします。

佐世保南RC　太田　博道さん
　今年度も時々お邪魔させていただくと思
います。どうぞよろしくお願いします。

有薗　良太さん
　7月7日、札幌グランドホテルのラウンジの
カウンターで、夜中の11時頃年配の方と同席
しました。お話を伺うと釧路RCのパストガ
バナー清水幸彦さんといわれる方でした。
昭和4年生まれ　83歳の現役ロータリアンで
した。それから30分間、ロータリーのウン
チクを伺いましたが、当方はかなり酔って
おり覚えておりません。失礼しました。

松本　由昭さん、松本　英介さん
田中丸善弥さん、中村　徳裕さん
木村　公康さん
　誕生祝いありがとうございました。

池田　　豊さん
　クラブ協議会の成立おめでとうございます。

■クラブ奉仕部門　管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭さん

　○親睦活動委員会
　○出席・例会委員会
　○クラブ会報委員会
　○プログラム委員会

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■社会奉仕部門　公共イメージ委員会
　　委員長　木村　公康さん

　○ロータリー情報委員会
　○雑誌・文献記録委員会
　○社会奉仕委員会

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■新世代奉仕部門　奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　髙田　俊夫さん

　○ローターアクト委員会
　○インターアクト・
　　青少年活動委員会

詳細は、クラブ活動計画書をご覧ください。

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

■会計　井手　孝邦さん

　○2011-2012年度	収支決算報告
　○2012-2013年度	収支予算報告
　（別紙にて説明）

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　14,000 円

	 累　　計	 85,000 円

◇
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（今週の担当　圡井　弘志）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊次回例会予告＊

卓話予定者

海上自衛隊佐世保地方総監
吉田　正紀	様

■副会長　加納洋二郎さん

　心身鍛えて一年、頑張りま
す。よろしくお願いします。

佐世保RCの創立

第１部 ■ 創立から 50年までの歩み

6

　佐世保 RCの創立は昭和 26 年２月 21 日で、その認証を受けたのは同年３月 30 日でした。そのチ

ャーターナンバーは 7745 となっています。昭和 26 年といいますと、時あたかも朝鮮戦争の最中で、

佐世保市内には国連軍の姿が頻繁に呑吐されて、独特な国際都市の風景を現出していたころでした。

その年正月ごろから田中丸善重君は、善三郎君とともにロータリークラブを創設するため、 市内各層
の代表者の選択に余念がありませんでした。それというのも、当時のガバナーであった手島知健君や、

福岡 RCの中牟田喜兵衛君、長崎 RCの中部悦良君などから、佐世保にもぜひ結成するように、との

勧説を受け、田中丸君自身も創設すべきであると決意したからでした。当時、福岡RCの幹事だった

松田昌平君や長

崎 RC 幹事の山口

勝君との接触も当

然、何回となく続

けられました。

　同年２月 17 日

午前 11 時半から

レストラン玉屋で

初の会合が催され

ました。

［クラブ創立の経緯］

　１．初会合　昭和 26 年２月 17 日㈯　11 時 30 分～ 12 時 40 分　出席 14 名　於レストラン玉屋

　２．創　立　昭和 26 年２月 21 日㈬　12 時 30 分～ 13 時 30 分　出席 14 名　於レストラン玉屋

　　　　　　招待者：福岡ＲＣ特別代表松田昌平幹事および各新聞社支局長

　３．認　証　昭和 26 年３月 30 日チャーターナンバー 7745　全国第 54 番目　第 2740 地区第２番目

　４．認証状伝達式

　　　　　　昭和 26 年 11 月８日㈭　16 時～ 18 時　　於市公会堂　　出席者 159 名

　　　　　　祝宴　18 時 30 分～ 20 時 30 分　９日㈮ 観光 弓張岳～ SSK～米海軍イースドバー号

　５．クラブ創立で御世話になった方々（敬称略）

　　　　　　1950 ～ 51 年度　国際ロータリー会長　Arthur Lagueux （Quebec, Canada）　　　　　 

　　　　　　1950 ～ 51 年度　第 60 地区ガバナー　手　島　知　健（東京RC）

　　　　　　スポンサークラブ　福岡RC・長崎 RC

会　長　　田中丸　善　重

幹　事　　小　出　惣　一
1951
昭和 26 年

創 立

元年

名島ガバナーを迎えたチャーターメンバー達　1956年 1月18日

佐世保RC「六十年史」より


