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◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　公益財団法人 佐世保地域文化事業財団
　　理事長　深堀　寛治 様

■池本　仁史さん

　㈱長崎新聞社
　取締役 佐世保支社長

推薦者：田中丸善保さん
　　　　富永　雅弘さん
カウンセラー：富永　雅弘さん
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

 幹事　円田　浩司さん

１．第2740地区 2012-13年度ガバナー
 　福元　裕二さん
リスボン国際大会のご連絡
　3月末までの登録費は＄315、4月1日以降に
登録の場合は登録費は＄365、ご検討中の方は
3月中、ガバナー事務所経由の登録をおすすめ
いたします。

〔旅行説明会〕
佐賀地区：3月30日㈯　午前11時より

 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。久しぶりの雨
となりました。随分暖かくなり
ましたが、日によっては温度差
が10度以上変化します。体調管
理に充分注意して頂きたいと思
います。
　東日本大震災から丸2年の3月11日は、日本
中で追悼式が行われました。地震が発生した
午後2時46分には、多くの犠牲者の方へ一斉に
黙とうがささげられ、復興へ向けた決意を新
たにする一日となりました。
　第2740地区の福元裕二ガバナーは本年度の
地区方針の中で東日本大震災への支援を継続
しようと掲げられています。
　今年度は福島県の子どもたちへの奨学金に
使
つかいみち

途を決め、福島県、国際ロータリー2630地
区の伊東ガバナーと高校生代表を4月6日、佐
賀文化会館で開催する当地区の地区大会へ招
いて、その場で目録をお渡しする予定です。
　佐世保RC会員の皆様方には、お一人2,000
円の寄付を全員にして頂きました。ご協力に
感謝申しあげます。
　これからも継続的な支援が必要と思いますの
で、寄付の受け入れ先や支援事業の内容など注
意深く見守りながら、取捨選択して、効果的な
支援の方法を考えていきたいと思います。
　今後とも引き続きご協力頂きます様お願いし
て挨拶と致します。有り難うございました。
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　出欠につきましては、返信用紙にて4月5日
㈮までに事務局へご連絡ください。宜しくお
願い致します。
　日時／平成25年4月10日㈬　18:30
　場所／ホテルオークラJRハウステンボス

 クラブ会報委員会　坂本　敏さん
　こんにちは、クラブ会報委員
会の坂本でございます。
　皆さんも、ご存じとは思いま
すが、今週の3/11〜3/17迄は、

『世界のローターアクト週間』で
す。佐世保RCも長崎国際大学ローターアクト
クラブのスポンサーとして、さまざまな支援を
行っております。その中でも、安部パストガバ
ナー・福田パスト会長・山下尚登さんのお三方
はローターアクト出身で、特に面倒を見られて
おります。それだけにロータリーの事にはお詳
しく、私も解らない事等はよく質問し、快くお
答え頂いております。有り難うございます。
　今年度の長崎国際大学ローターアクト活動を
ご紹介しますと、
　①全国研修会（熊本）
　②松浦町夏祭り
　③よさこいボランティア
　④クラブリーダーシップフォーラム
　⑤ 例会
　と、さまざまな活動を行っておられます。
　私もよくメークアップとして、例会に参加さ
せて貰っております。（小心者なので、他のRC
に行けませんので！）
　ちなみに来期の会長は、先日挨拶に来られ
た田中ひかりさんです。今期は、劉本淳君で
した。
　その他の、ローターアクトクラブの活動を抜
粋して紹介します。
① 第2610地区のローターアクトクラブでは、富

山県と石川県在住の若者10クラブ、約70人
で構成。最近では、だんだん人数が減少して
いることが、悩みの種です。ロータリアンと
の交流の企画・運営・『社長教えて』や、児
童養護施設「育松園」の定期訪問。チャリテ
ィボウリングの収益から幼稚園への絵本寄付
等、奉仕活動を展開。

　

　場所：佐賀県庁最上階“さがんれすとらん志乃”
　　　　駐車場あり
長崎地区：3月31日㈰　午前11時より
　場所：ホテルグランドパレス諫早

２．第2740地区 2012-13年度ガバナー
 　福元　裕二さん
　　新世代統括委員長 増﨑幸一郎さん
　　RYLA委員長 中島　洋三さん
　　RYLA実行委員長 田中　洋介さん
 （佐賀南RC）
第34回 RYLA開催のご案内
日時：平成25年5月25日㈯〜26日㈰ 1泊2日　
　　　登録受付  25日㈯ 10:30〜
場所：佐賀県北山少年自然の家
ホスト：佐賀南ロータリークラブ
登録料： クラブ負担金 ＠800×3月1日現在会

員数
　　　　ロータリアン 1名 4,500円
　　　　青少年 1名 2,500円

３．ガバナー事務所
　 2740地区ホームページ更新（3月12日）のお知

らせ

４．（公財）ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま156号（2013年3月12日

発行）」が届いております。

５．佐賀RC 会長　本島　直幸さん
　　創立60周年記念行事実行委員長
 嬉野　勝利さん
　 60周年記念式典ご出席のお礼が届いており

ます。

国際ロータリー第2740地区
2013-2014年度地区協議会
実行委員会　橘髙　克和さん

　地区協議会懇親会の試食会を
開催しますので、ご出席の程、
宜しくお願い致します。会場までの送迎につ
きましては、石井海陸興業ビル前（17:45出発）
よりバスを準備しております。

委員会報告

ロータリー 3分間情報
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　中島　祥一さん（12日）
　古原　　進さん（21日）
　井手　孝邦さん（28日）
　増本　一也さん（31日）

 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
森　　信正さん、福田　金治さん
米倉洋一郎さん、石井　正剛さん
佐々木秀也さん、池田　　豊さん
有薗　良太さん、藤井　　隆さん
松本　由昭さん、川冨　正弘さん
古賀　　巖さん、富永　雅弘さん
木村　公康さん、芹野　隆英さん
梅村　良輔さん、橘髙　克和さん
遠田　公夫さん、中村　徳裕さん
大神　邦明さん、松瀬　茂雄さん
　アルカスSASEBO理事長　深堀 寛治さんの
卓話に期待してニコニコします。入会もお待
ちしております。

山縣　義道さん
　深堀様の卓話を楽しみにしておりました
が、残念ながら旅行のため欠席です。アルカ
スSASEBOでのご活躍に期待します。

池田　　豊さん
　先週は私の息子の卓話で皆さんのお耳よご
しだったろうと思っています。ちょうどその
日は理事会でしたが、ケイタイが入って、私
がいたらやりにくいので居ないでほしいと言
われ、席をはずさせていただきました。長島
会長のコメントがなかなかだったそうで!!

納所　佳民さん、古原　　進さん
井手　孝邦さん、増本　一也さん
　誕生祝いありがとうございました。

② 第2590地区 横浜東ローターアクトでは、
2012年9月8日、鶴見大学会館にて『アクトの
日』を開催。アクトの日とは、アク(9)・ト
(10)にちなみ、9月10日前後に全国各地のロ
ーターアクトクラブが様々な活動を行う日の
事です。

③ 第2740地区の諫早ローターアクトでは、
『諫早万灯川まつり』。毎年7月25日に、諫
早の本明川にて、1957（昭和32）年に諫早地
方をおそった集中豪雨で、犠牲となられた
630人のご冥福をお祈りする慰霊祭です。

④ 第2580地区 東京東江戸川ローターアクトで
は、2012年9月1日、ロータリアン11人とロ
ーターアクター9人で、公益財団法人、米山
梅吉記念館を訪問。日本ロータリーの父、米
山梅吉翁とロータリーの歴史を学ぶ機会にな
り、新世代奉仕活動は、他の四大奉仕の活動
に「大きなきっかけ」となるヒントを与えて
くれているように思います。今後も新世代に
「大きな包み」を持って、ともに奉仕活動の
実践にまい進していこうと思います。

　このように他の地区でも、様々な活動を行っ
ておられます。
　最後になりますが、ローターアクトや奉仕活
動をする団体に共通の問題・悩みは、会員数の
減少です。どのようにすれば、会員を増やす事
が出来るか、今後の課題となりました。以上を
もちまして、3分間情報を終わらせて頂きま
す。ありがとうございました。

 親睦活動委員会　大久保利博さん
○今月の誕生祝い
　田中　信孝さん（3日）
　納所　佳民さん（8日）

ニコニコボックス 本日合計 　30,000 円

 累　　計 680,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

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

＊4月  例会予定＊

　4月 3日 観桜例会

　4月10日 医療法人 白十字会
 　　　理事長　富永　雅也 様

　4月17日 ㈲ビーフラット
 　代表取締役　迎　　秀子 様

　4月24日 第2740地区次年度ロータリー財団委員会
 　　　委員長　山田　　晃 様
 　　　　　　　　（長崎南RC）

『アルカス茶話』
　公益財団法人
　佐世保地域文化事業財団

　　　理事長　深堀　寛治 様

　4年前の平成21年7月に続き2度目の卓話の機
会をいただき感謝申しあげます。本題に入る前
ですが、私は市役所に41年間勤務させていた
だきました。その間、辻 一三市長、桟 熊獅市
長、光武 顕市長、朝長則男市長と、4人の市政
を経験させていただきました。それぞれに強い
個性と能力をお持ちの歴代市長のもとで仕事を
させていただいたことが今の私の財産となって
おります。
　平成25年度アルカスの「事業計画書」につ
いて説明します。アルカスの事業展開は大きく
分けて、“鑑賞事業”と“市民参加型事業”の二
本立てとなっています。現在のところ合わせて
47本を予定しておりますが、今後良い企画が
あれば取り込みたいと考えています。
　主な鑑賞事業について説明します。まず大ホ
ールでは、5月にはパーシー・フェイスオーケ
ストラ、7月に新日本フィルハーモニー交響楽
団、9月には辻井伸行さんを迎えてのオーケス
トラ・アンサンブル金沢、平成26年2月には
NHK交響楽団演奏会などを予定しています。
中ホールでは、5月にミッシャ・マイスキーチ
ェロリサイタル、9月には村治佳織ギターリサ
イタルなど。イベントホールでは、9月アン・
サリーライブ、平成26年1月には恒例のアルカ
ス新春寄席を楽しんでいただきます。
　市民参加型事業では、7月に子どものための
音楽鑑賞体験教室、8月には0才からのクラシ
ックなど、ホールの特性を生かした企画を組ん
でみました。
　次に「アルカスSASEBOジュニアオーケス
トラ」について説明します。アルカスの新規事
業として平成24年4月結団、小学4年生から高
校生までの団員78名でスタート、地元演奏家
26名の講師と新日本フィルハーモニー交響楽

団の楽団員も加わって懸命なレッスンを続けて
います。近く演奏会を開きますので、応援をお
願い申しあげますと共に、アルカスの育成事業
の目玉として頑張っていますので皆様方のご支
援を期待しております。
　次に「劇場、音楽堂等の活性化に関する法
律」について説明します。
　平成24年6月公布された法律です。文化芸術
振興基本法の基本理念にのっとりできたもの
で、文化施設の機能が十分発揮されていない、
実演芸術団体の活動拠点が大都市圏に集中して
おり、地方では多彩な実演芸術に触れる機会が
少ない等が課題となっていたことからこの法律
が出来たものです。しかしながらアルカスでは
建物完成前に財団を設立し行政と一体となって
アルカス独自の運営方針を確立させ今日に至っ
ております。多くの皆様方に多彩な芸術文化を
提供することで都市圏には負けない内容に努め
てまいりました。今後とも評価していただける
アルカスを目指してまいります。
　終わりに長島会長、松本プログラム委員長、
米倉様に感謝しますとともに、佐世保ロータリ
ークラブのご発展を祈念して卓話を終わらせて
いただきます。

卓　　話


