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◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　北松浦RC　　横田　隆亮さん

� 幹事　円田　浩司さん

１．台南ロータリークラブ
　①�2012年度冬季号、2013年春季号が届いて
おります。

　②�創立59周年記念品（名刺入れ）が姉妹締結
訪問団会員へ届いております。

２．第2740地区ガバナー 福元　裕二さん
　�①�ロータリー財団の年次寄付の更なるご協
力のお願い

　　�　クラブの年次寄付額ゼロを無くし、先
ずは50ドル、100ドルの可能な額からのご
寄付お願い致します。

　　　6月レート　1ドル100円
　②�2740地区ホームページ更新（6月11日）の
お知らせ�

３． 2013ロータリー世界フォーラム広島
　　ホスト委員会 委員長　川妻　二郎さん

（2710地区  2002-03DG）
　�2013ロータリー世界平和フォーラムご協力
へのお礼

� 会長　長島　　正さん

　皆さん今日は。6月8日㈯、松
浦RC創立40周年記念式典に、
武井パストガバナー、円田幹事
と私の3名で出席してきまし
た。松浦RCのスポンサークラブ
が平戸RCでありますので、佐世保RCにとって
は孫クラブと言う事になります。
　記念事業として、長崎がんばらんば国体の
「なぎなた」部門の会場になる松浦市文化会館
に「なぎなた」をイメージしたモニュメント
を寄贈されました。勉強不足で申し訳ありま
せんが、国体種目に「なぎなた」がある事を
初めて知りました。
　本日の例会卓話は新入会員の池本仁史さん
であります。今年度の卓話のトリをして頂き
ます。ご苦労様です。後ほど宜しくお願いし
ます。私も以前プログラム委員長をさせて頂
いた経験がありますが、1年間の卓話の講師を
選択して依頼するのは大変なエネルギーを必
要とします。講師の方が時間通りに例会場に
来られるかどうか、心配は当日まで尽きませ
ん。不測の時は自分でやるしかないと何時も
覚悟をしていました。
　1年間、例会の卓話の講師をお世話頂きまし
た松本由昭委員長をはじめプログラム委員会
の皆様、1年間本当にご苦労様でした。心から
感謝申しあげ挨拶と致します。
　有り難うございました。
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　4．��貸切バス
� �佐世保駅前～鹿子前地区～白浜海水浴場

（俵ヶ浦地区）「別紙参照」
　次年度社会奉仕委員会へ伝達いたします。

財団奨学・米山委員会
委員長　長富　正博さん

　福田金治さんより、㈶ロータ
リー米山記念奨学会とロータリ
ー財団の「年次プログラム基金」
へ、ご寄付をいただきました。

朗遊会幹事　坂本　　敏さん

　6月15日㈯、佐世保カントリー
クラブで役員交代式記念コンペ
を行います。
　今のところ30名の多数のご参
加をいただき、ありがとうござ
います。豪華賞品を用意しておりますし、幸
いに天気もよさそうですが、まだ空きが1名
～2名あります。尚、当日はスルーです。早
めに昼食をとるか、茶屋で食事をされてくだ
さい。
　表彰式は29日に行いますので、ゴルフが終
わり次第終了です。

 世話人　井上　斉爾さん

役員交代式記念『囲碁・将棋大
会』のご案内
　佐世保RCの役員交代式に伴う
企画として、今回久々に『囲碁・
将棋大会』を開催することになり
ました。
　初心者でも、見学者でも結構です。特に今
回は、役員交代式の記念事業として、クラブ
より予算をつけて頂きましたので、賞品もご
用意しております。たくさんの会員の皆さん
にご参加頂き、楽しい会にしたいと考えてお

　開催日／5月17～18日　　
　登録者／2,300人　総参加者／2,700人
　平和宣言「平和はあなたから始まる」

４．第2740地区ガバナー・エレクト　
塩澤　恒雄さん

　　次年度地区幹事 竹田　健介さん
　�次年度公式訪問時のタイムスケジュールに
ついて（お知らせとご協力のお願い）
　�会長・幹事・会長エレクトとの懇談会　
11:30～12:15　　例会出席��12:30～13:30
　�例会時のガバナー卓話　30分の予定をお願
いいたします。
　�佐世保RCは7月10日㈬、ガバナー補佐訪問
クラブ協議会は7月3日㈬です。

５．佐世保市長 朝長　則男 様
　�「空き缶回収キャンペーン」への参加につ
いてお礼状が届いております。

６． 佐世保学園長 桑田　　裕 様
　�「�社会を明るくする運動」月間における意見
発表会の開催について（ご案内）

　　日時／平成25年7月5日㈮
� 13:30～15:30
　　会場／佐世保学園体育館
　�次年度ローターアクト・青少年活動委員会へ
伝達いたします。

７．佐世保市海の日協賛会　
会長　朝長　則男 様

　�海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”
への参加ご協力について（お願い）
　1．�日時／平成25年7月15日（月・祝）
� 　　　＊雨天決行　荒天中止
� 　　　集合／8:30　
� 　　　清掃活動／9:00～　1時間
　2．�実施場所
� ①�鹿子前地区（西海パールシー、鹿子前

海水浴場）
� ②�俵ヶ浦地区（俵ヶ浦漁港、白浜海水浴

場）
　3．�集合場所
� 各清掃地区（当日受付看板表示）　

委員会報告

朗遊会より

囲碁・将棋同好会より
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りますので、よろしくお願い致します。

　日時／平成25年6月19日㈬　16:00より
　会場／セントラルホテル佐世保
　参加費（食事代）／3,000円

� 親睦活動、出席・例会委員会　佐藤　　淳さん

ロータリーの友 6月号「未来の
ロータリーのために」を読んで
　4月21日～26日までの日程で、
アメリカイリノイ州シカゴで2013
年規定審議会が開催されました。

　規定審議会は、3年に1回開催される国際ロ
ータリーの立法機関で、国際ロータリー定款／
細則などの規定を審議する会議です。

　全世界532地区のうち528地区の代表議員が
出席（日本は34全地区が出席）、賛否投票を行
いました。

　いくつかの変更点がある中で、私が注目した
のは改正されなかったある議案です。それは例
会の回数を「毎週1回もしくは隔週1回のいず
れか…」と標準ロータリークラブ定款第6条1
節－例会を改定する立法案を提出され大差で
否決されたとのことです。したがって、毎週開
催に変更はありません。

　いずれの国でも例会の大切さは変わらないと
いうことだと思いますが、日本のロータリアン
の考え方と外国のロータリアンの考え方は少し
違うとのことです。日本では「例会は100％出
席を目指す」ので「例会を隔週」という人でも
目標は「100％出席」です。

　一方で、外国の代表議員の中からは「例会は
50％出席でいいのだから毎週開催でも50％な
ら月2回で隔週100％出席と変わらない。隔週
になると出席できなかった場合1ヵ月も仲間に
会えない」との反対意見が出たそうです。

　国民性の違いなのか、この点を非常に興味深
く拝読させていただきました。

　私も例会100％出席にこだわって出来る限り
出席してきました。もちろんこれからもそうす
るつもりです。

� 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕さん
◯今月の誕生祝い
　有薗　良太さん（4日）
　立石　徳雄さん（7日）
　池田　　豊さん（8日）
　円田　三郎さん（9日）
　岡　　英樹さん（22日）

� 親睦活動委員会　城島　一彦さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、米倉　洋一郎さん
芹野　隆英さん、城島　一彦さん
坂元　　崇さん、松瀬　茂雄さん
佐藤　　淳さん、圡井　弘志さん
富永　雅弘さん、中村　徳裕さん
有薗　良太さん、坂本　　敏さん
大久保利博さん
　長崎新聞社　池本支社長の卓話、楽しみにし
ています。

有薗　良太さん、池田　　豊さん
円田　三郎さん、岡　　英樹さん
　誕生祝い、ありがとうございました。

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　19,000 円

� 累　　計� 893,000 円

◇

ロータリー 3分間情報

慶　　　祝
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『県産紙宣言。』

　会員　池本　仁史 さん
　　㈱長崎新聞社　 
　　取締役佐世保支社長

1．長崎新聞の歩み
　◦1889（明治22）年　9月5日
　　�長崎市で創刊した「長崎新報」が始まり。
来年（2014年）創刊125周年

　◦1942（昭和17）年　4月1日
　　�政府の1県1紙政策で「長崎日日」「長崎
民友」「佐世保軍港」「島原」の4紙が強
制統合され「長崎日報」が発足

　◦1945（昭和20）年　7月1日
　　「長崎新聞」に改題
　◦1968（昭和43）年　8月1日
　　�佐世保市の「長崎時事新聞」を吸収合併。
唯一の県紙となる。

　◦1980（昭和55）年　11月23日
　　�現社屋完成。出島から移転する。九州2番
目の屋上ヘリポートも。

2．新聞制作の大まかな流れ（編集関係）
　①取材�―→�②出稿�―→�③メモ作成�―→�
　④編集会議�―→�⑤紙面制作�―→�⑥印刷�―→�
　⑦配達
　◦�取材拠点は本社、4支社(佐世保、東京、
大阪、福岡)、県内14支局

3．新聞用紙搬入
　◦�新聞用紙は直径1mの巨大な“トイレット
ペーパー”

　◦�重さは1トン以上、長さは14km、1本で新
聞8000部分

（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　黒木　政純）

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  

＊6月  例会予定＊

　6月26日� クラブ協議会

4．編集局フロア
　◦紙面作りの要は編集局整理部
　◦�長崎新聞の記者のほか、通信社などから
集まる記事の量は1日に250ページの文庫
本で5冊分

　◦�共同通信社から送られてくる1日の記事量
は、メモ90本、約6万行、写真330枚、グ
ラフィックス100枚(ある日の朝刊用だけ)

　◦�1日の新聞に掲載されている記事量は1万
5000行、16万5000字

　◦�テレビ局のアナウンサーに朝刊のすべて
の面を休まず読んでもらっても最低10時
間必要。1分あたり300語。1秒間に「あい
うえお」と話す速さ

5．印刷・発送
　◦�輪転機は1時間に6万部以上を印刷。1秒間
に17部の新聞が印刷される

　◦�2014～15年にかけて22年ぶりに輪転機を
更新

　◦�まず五島便を発送。その後、県北―→佐世
保―→島原―→県央―→長崎の順で発送

卓　　話
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