
は、地球温暖化で、大気中の水蒸気の量が
増え、世界中に強い雨が降る頻度が高まっ
ているからだそうです。天災は忘れたころ
にやってくる、ではなく、天災は忘れずに
やってくるとも言うようです。この天災を
もって、自然は、私達に何かを警告してい
るように思えて成りません。
　又、一方の大きな恵みの方ですが、水と
光は、木々を茂らせ、空気の浄化を促し、
沢山の野菜や、果物を収穫させてくれま
す。本日、デザートとしてお出ししており
ますマンゴーは、台南RCの周会長、及び林
60周年委員長より、例年以上の出来とのこ
とで、お送りいただいたものです。台南RC
からの、2014年1月創立60周年へ向けての
美味しいご招待状で
す。皆様ごゆっくり
味わって、お召し上
がりください。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　一般社団法人 有田観光協会
　専務理事　山口　　睦 様

	 会長　石井　正剛さん

　皆様こんにちは。訃報で
す。7月19日、立石徳雄パスト
会長がご逝去されました。ご
遺族の意思で、家族葬を営ま
れました。ご冥福をお祈り申
しあげます。
　この1週間に、いろいろな事がありまし
た。まず、身近なところでは、佐世保実業
高校が夏の高校野球大会への出場を決めま
した。おめでとうございます。甲子園での
活躍をお祈りいたします。その他、参議院
選挙、アメリカデトロイト市の破綻も大きな
衝撃でした。イギリス王室に王子誕生は明
るいニュースです。
　自然は、私達に大きな恵みと、時として
大きな災害をもたらします。山形では、大
雨による大きな被害が出ております。昨年
の熊本、大分を襲った記録的豪雨、7月23日
と言えば、長崎水害の日であり、31年前の
ことです。
　近年、各国で大洪水が相次ぎ発生し、大
きな被害をもたらしております。2011年、
タイの大水害は記憶に新しいところで、815
人が亡くなり、230万人に影響が出たそうで
す。今年も、4月アルゼンチン、6月イン
ド、チェコ、カナダ、7月中国と相次いで水
による被害が発生しています。この現象
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す。当クラブからも佐保インターアクト委
員長に参加して頂きますが、是非、多くの
会員の皆様の参加をお待ち致しておりま
す。場所は武雄市文化会館、午後1時から4
時までを予定しております。宜しくお願い
申しあげます。

 加納洋二郎さん
　先日の母の葬儀に際しましてはお世話に
なっている皆様に、過分なるご香料やお悔
やみを頂戴いたしまして、誠にありがとう
ございました。
　この場をおかりしまして厚くお礼を申し
あげます。

	 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん
◯結婚記念月のお祝い
　溝口　尚則・圭子さん ご夫妻（29日）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛	会長、増本　一也	幹事
納所　佳民	副幹事、木村　公康さん
芹野　隆英さん、圡井　弘志さん
　一般社団法人 有田観光協会　専務理事　
山口　睦様の本日の卓話に期待して。

遠田　公夫さん
　あさって金曜日、早朝6時より、我らが松
尾慶一さんの講演、楽しみにしておりま
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 幹事　増本　一也さん

１．台南RC	 会長　周　亮宏（E.S）さん
　 新会長ご挨拶とマンゴーの贈り物が届い

ております。

２．㈶ロータリー米山記念奨学会
　 奨学会ニュース「ハイライトよねやま160

号」が届いております。

３．2740地区米山奨学委員会
　　2012-13年度委員長	 曽我　文雄さん
　 2012-13年度 2740地区米山奨学委員会報告

４．佐世保南RC	 幹事　福田　　武さん
　「2013-2014年度 クラブ現況と活動計画書
　前年度活動実績報告書」が届いております。

５．平戸RC	 会長　小田　計吾さん
　 第2例会（木曜日 19:00～20:20）例会場移転

のお知らせ
　　会場：海産物のわたなべ第二加工場
　　　　　平戸市田平町山内免420-1
　　　　　　　　　（旧サムソンホテル）

６．つくも苑施設長　ひまわり会
　納涼大会のご案内
　　日時／2013年7月27日㈯　18:30～20:30
　　　　　雨天の場合は8月3日
　　場所／つくも苑グラウンド

■地区インターアクト委員会
	 　委員長　松尾　慶一さん

　地区インターアクト委員会から
のお願いです。来る7月27日㈯
恒例の前期指導者講習会を開催
致します。主旨としては、新し
い先生方や新しい生徒さん達にロータリー
や、青少年活動への理解を深めて頂く為で

委員会報告

幹 事 報 告

会葬のお礼

ニコニコボックス

慶　　　祝



す。早起きの方、是非お越しください。会
場はセントラルホテルです。

溝口　尚則さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

『陶器市だけではありません！
　～	近くても意外に知られていな
い有田町の魅力をご紹介～』

　　一般社団法人 有田観光協会
　　　専務理事　山口　　睦	様

　皆様こんにちは。今回は、貴重な機会を
ありがとうございます。佐世保のとなり町
でありながら、意外に知られていない有田
町について、PRさせていただきたいと思い
ます。
　有田町は、平成18年3月1日に有田焼を主
な産業とする有田町と、農業を主な産業と
する西有田町が合併し、現在の有田町とな
りました。人口は、21,000人程です。
　古くからやきものの町として有名な有田
町は、1616年に朝鮮人陶工李参平らによっ
て泉山に陶石が発見され、日本で初めて磁
器が焼かれました。以来、佐賀藩のもと
で、磁器生産が本格化し、谷あいに「有田
千軒」と呼ばれる町並みが形成され、繁栄
を極めました。この町並みは、現在も歴史
的価値の高い建物が数多く残っており、
1991年に国の「重要伝統的建造物群保存地
区」に選定されています。  一方で、有田町
は「棚田」という特徴的な景観を持つ稲作

ニコニコボックス 本日合計 　8,000 円

 累　　計 141,000 円

◇

地であり、県下有数の畜産地でもありま
す。有田焼の「器」と農業の「食」、両方
の魅力を堪能できる有田町。伝統と歴史、
豊かな観光資源を生かした町づくりに取り
組んでいます。
　2016年に、有田町は「日本磁器誕生・有
田焼創業400年」を迎えます。400年の歴史
を振り返り、日本の磁器づくりと有田の未
来の扉をひらく陶磁器文化の発信拠点とな
るべく、取り組みをしていきます。マスコ
ットキャラクターは、「セラミー」。1996年
に行われた「ジャパンエキスポ佐賀 ’96 世
界・焱の博覧会」のマスコットキャラクター
として活躍しましたので、覚えていらっし
ゃる方もおられるかもしれません。
　有田町の重要施策である経済対策の中
で、窯業分野・農業分野とともに、現在、
観光分野にも力を入れています。生活様式
の変化や、国外からの安価な食器の輸入に
より、有田の焼き物の売り上げは大きく減
少しています。もともと、有田は外に焼き
物を売るというスタイルで繁栄してきまし
たので、観光という視点でお客様をお迎え
するという取り組みを始めたのはほんの最
近のことで、観光協会も設立からまだ2年ほ
どです。しかし、これまでの華やかな歴史
を物語る建造物や史跡・文化財の宝庫で
す。また、先日14代柿右衛門先生が亡くな
られましたので井上萬二先生だけになって
しまいましたが、人間国宝をはじめとする
芸術家や職人が活躍する町でもあります。
見所・知りどころが満載の町なのです。
　ご存知の「有田陶器市」には、毎年100万
人以上のお客様が全国からいらっしゃいま
すが、年間に有田町を訪れる観光客の半分
以上がこの１週間に集中します。観光協会
としては、それ以外の時期にどうやってお
客様に来ていただくかという課題に日々取
り組んでいます。そこで、夏には、高校生
によるアートイベント『ウィンドウディスプ
レイ甲子園』、紅葉の美しい季節、食と器で
おもてなしをテーマに開催する『秋の陶磁
器まつり』、春には磁器製のひな人形がお客
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（今週の担当　白田　浩一）
（カメラ担当　佐藤　　淳）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊8月  例会予定＊

　8月  7日 アサヒビール株式会社九州統括本部
 市場開発部洋酒ワイン担当課長
 　　　　　　　鈴木　賢司 様
　8月14日 指定休会日
　8月21日 委員会タイム
 拡大委員会委員長　円田　浩司さん
　8月28日 久留米大学　法学部
 　　　　教授　児玉　昌巳 様

様をお迎えする『有田雛（ひいな）のやきも
のまつり』を開催しています。
　最後になりましたが、器はお料理を引き
立てるものであり、器によってお料理の味
が違うと感じる方も多いと思います。最近
は、特に一人暮らしの方などはコンビニや
スーパーのパックそのままを食卓に並べる
家庭も増えているとか。これも窯業の不振
の要因の一つとなっている訳ですが、良い
器に盛って、美味しくお料理を召し上がっ
ていただくという日本人の食に対する考え
方や作法を後世に伝えていくことも有田の
使命だと考えています。2年前に誕生したご
当地グルメ『有田焼五膳』や、竜門峡の鯉
料理など、是非有田においでの際は美しい
器で美味しいお料理を召し上がっていただ
きたいと思います。　
　本日は、どうもありがとうございました。

創立60周年記念事業 ③

60周年記念事業は、2010年12月から2011年6月まで、ほぼ毎月のように実施致しました。

　 創立記念例会及び物故会員慰霊祭

　2011年2月23日(水)夜に、創立記念例会及び物故会員慰霊祭として会員だけで実施いたしま
した。会場内に当時のお写真を掲げた献花台を設け、創立55周年から本年度までにお亡くな
りになられた会員の方々に哀悼の意を捧げ、創立を記念し多大な功績のあった先輩方を称
え、敬い、感謝し、献杯致しました。

物故会員を偲ぶ


