
それらを、使いこなすことができるデジタル世
代というよリ新人類といった感さえします。
　最近、若者による、スマホ、携帯を利用し
ていての問題も生じておりますが、まさに、
彼らこそ、ロータリーが提唱している、新世
代奉仕の対象者なのです。
　今日は、新世代月間にちなみまして、松尾
慶一インターアクト地区委員長に、現在の地区
のインターアクトの活動についての卓話をして
いただきます。その上で、現在休止状態にあ
ります、当クラブのインターアクトクラブにつ
いて考えるとともに、大学の新学期も始ま
り、長崎国際大学ローターアクトクラブの活動
が活発になることでしょう。こちらの方への
ご参加もお願いいたします。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

	 幹事　増本　一也さん
１．第2740地区ガバナー事務所
　	2740地区ホームページが更新（9月4日、11日）
されています。　

２．佐世保観光コンベンション協会
　①機関紙「時旅」が届いております。
　②SASEBO	時旅3年目の写真展	ご案内
　　日時／9月17日㈫～20日㈮		10:00～17:00
　　会場／福岡市天神アクロス福岡１Ｆ

	 会長　石井　正剛さん
　先週は、皆様のご協力で、楽
しい観月例会を行う事が出来、
ありがとうございました。
　週末は、大型の台風18号が日
本列島を縦断し、各地に大きな
爪痕を残しました。特に、これから観光シー
ズンを迎える京都では、大きな打撃を受けて
おります。被災された皆様には、心からお見
舞い申しあげます。
　話は変わりますが、アップル社のiPhone（アイ
フォン）は世界的な大ヒットとなり、日本でも携
帯通信大手3社のうち、au、ソフトバンク2社
が販売し、国内シェアを伸ばしてきました。
　わが社は、平成8年頃より約10年間、ドコ
モ基地局建設に携わっておりました。そんな
ことから、個人的には、ドコモをずっと使っ
ております。この度、ドコモからも、iPhone
（アイフォン）が販売されることになりました。し
かし、ドコモの、iPhone（アイフォン）に変える為
には、メールアドレスを変更しなければなり
ません（いずれ解消されるでしょうが）。
　二十歳前後の若者たちへの、街頭インタビ
ューで、「僕は小学生の頃からドコモを使って
います。iPhone（アイフォン）に乗り換えたいです
が、メールアドレスが変わると困ります。」こ
んな発言をしていました。
　そう、彼らは物心ついたときから、ゲーム
機、携帯、スマホを利用しているのです。その
上、不思議な事に、説明書がなくても、難なく
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■親睦活動、出席・例会委員会	 河原　忠徳さん
職業奉仕セミナーを終えて
　セミナーにおいて、国際ロータ
リー第2680地区パストガバナー
石井良昌氏より「ロータリーの
樹」「職業奉仕を考える」につい
てご講義頂きました。入会よりあまり時間を
経ずにセミナーに参加させて頂きました。こ
のセミナーにて、ロータリー創立の動機、奉
仕理念を提唱されたアーサー・E・シェルドン
について学び、何よりも、職業奉仕が第一で
あることを学びました。
　まずは、自分自身の利益を考え、奉仕し、
そして、青少年奉仕、国際奉仕、社会奉仕な
ど、社会へ向けた奉仕活動へと展開し、活動
していくことが、目指すべきものであること
を学びました。
　今後は、皆様方と親睦を深め、学び、奉仕
へと実践して参りたく思っております。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　溝口　尚則さん
　武井洋一会員、玉野哲雄会員よ
り、年次プログラム基金へご寄付
をいただきました。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　中島　祥一さん
ロータリークラブ 有名人＆不名誉
○有名人
１．千　　玄室
					（茶道裏千家前家元／京都RC）
２．西沢　潤一
					（	半導体デバイス、半導体プロセス、光通信の開発

／元	東北大学総長	／仙台RC）

３．山東　昭子（参議院議員／東京恵比寿RC）
４．司　　葉子（女優／東京恵比寿RC）
５．松島トモ子（女優／東京恵比寿RC）
６．宝田　　明（俳優／東京池袋RC）
７．梨田　昌孝（	元日本ハムファイターズ／大阪

リバーサイドRC）

８．吉田　昌郎（	福島第一原発	所長／浪江RC
〔福島県〕）
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■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　中村　徳裕さん
台南RC創立60周年記念式典
訪問団のご案内
　姉妹クラブ台南RCが2014年、
創立60周年を迎えることになりま
した。これに先立って、当クラブ
創立60周年を記念した第3000回例会の折に
は、40名を超える台南RCの方々がお祝いに出
席して頂きました。
　その返礼の意味でも多くの方々に参加して
頂き、お祝い致したいと考えております。
　奥様、ご家族の皆様の参加も大歓迎ですの
で、よろしくお願い申しあげます。
　今回は仮申し込みとなっておりますので、
第1次締切：10月16日㈬例会までに、是非積
極的なご参加表明をお願いいたします。

【台南ロータリークラブ様公式日程】
2014年1月	9日㈭	 16:30	受付
	 17:00～18:30	記念撮影
	 19:00	歓迎晩餐会
2014年1月10日㈮	 6:00～13:00	ゴルフコンペ
	 9:00～13:00	観光
　　　　　　16:00	受付		記念式典及び祝宴

2014年1月11日㈯	 7:00	朝食会
　Aコース…1/	 9㈭～1/11㈯　2泊3日
　Bコース…1/10㈮～1/12㈰　2泊3日
　Cコース…1/	 9㈭～1/12㈰　3泊4日
　	　11日：	台北でゴルフ組・観光組（レトロな街

並み九份観光）を計画しております。
　　12日：	ゴルフ組・市内観光組
　　　　　昼食後、帰国
　Dコース…1/10㈮～1/11㈯　1泊2日
　
※	台南RC様公式日程のすべてにご参加いただけ
るのは、1月9日出発のコースです。
※	1月10日出発のコースは、式典からの参加とな
ります。

　
　台南との交流を深める滞在ができますよう、
できるだけ2泊以上でのご参加をお勧めいたし
ます。

ロータリー 3分間情報

委員会報告



　永年会員表彰ならびに出席100％表彰ありが
とうございました。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
納所　佳民副幹事、橘髙　克和さん
米倉洋一郎さん、円田　浩司さん
山縣　義道さん、圡井　弘志さん
佐藤　　淳さん、黒木　政純さん
木村　公康さん、芹野　隆英さん
坂元　　崇さん、梅村　良輔さん
松本　由昭さん、武井　洋一さん
中川　知之さん、加納洋二郎さん
　地区ローターアクト委員長	松尾慶一さんの
「新世代について」の卓話に期待して。

『新世代について』

　会員　松尾　慶一さん
　  2740地区インターアクト委員会委員長
     新世代奉仕委員会委員長

　新世代奉仕委員会は、佐世保ロータリーの
中でも、ベストなイケメン３人組で構成して
おります。私たちは、青少年の指導力の育
成、そして社会奉仕を通じて人格形成、国際
奉仕のプロジェクトの参加や、世界平和と異
文化の理解を深め育む交換プログラムを通じ
彼らのより良き変化をもたらせるように活動
します。
　髙瀨ローターアクト委員長には、長崎国際大
学のローターアクターのお世話をお願いしてい
ます。それから、ローターアクト地区委員も兼
任して頂いています。
　その中で役割としては、私たちロータリアン
は、次の世代を担うリーダーシップを発揮で
きる若者を育てなければなりません。その若
者達が活性化しなければ、地域も日本も発展
しません。そのカギを握るのは会員数です。

○不名誉なことで話題になったロータリアン
１．北海道　ミートホープ（牛肉偽装事件）　
	 苫小牧北RC　田中　　稔
２．船場吉兆　料理の使い回し
	 大阪RC　湯木　尚治
　　ロータリーの友に掲載されたこともある。
３．赤福　賞味期限偽装
	 伊勢RC　浜田　益嗣
４．漢字検定事件　背任罪
	 京都西南RC	第2650地区ガバナー		大久保　昇
５．	東京あすかRC　少女淫行と覚せい剤取締
法違反　2人のロータリアンが逮捕

　最後に、皆さんも一度はご覧になったこと
があるかも知れませんが、映画「釣りバカ日
誌」の三國連太郎さん扮するスーさんこと鈴
木建設社長、鈴木一之助氏はロータリアンだ
ったことを付け加えておきます。

	 出席・例会委員会　岡村　一郎さん
◯永年会員表彰
　井手　常博さん（29年）
　中島　祥一さん（28年）

◯出席100％表彰
　松本　由昭さん（3回）
　松瀬　茂雄さん（1回）
　白田　浩一さん（1回）
　城島　一彦さん（1回）
　前田　勇人さん（1回）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
井手　常博さん、中島　祥一さん
松本　由昭さん、白田　浩一さん
城島　一彦さん
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ニコニコボックス	 本日合計	　23,000 円

	 累　　計	 245,000 円

◇

卓　　話

慶　　　祝

ニコニコボックス
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（今週の担当　佐藤　　淳）
（カメラ担当　長富　正博）

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

＊10月  例会予定＊　

10月 2日	 長崎新聞社	 記者　北川　亮	様

10月 9日	 させぼパール・シー㈱
	 	 代表取締役　廣山　芳宣	様

10月16日	 チベット	タンカ絵師
	 	 馬場﨑	研二	様

10月23日	 佐世保市博物館　島瀬美術センター
	 	 館長　安田　恭子	様

　しかしながら、ローターアクトもインターアク
トも、ロータリークラブと同様に会員の減少に
悩んでいます。ロータリアンへのお願いは、ロ
ーターアクトの例会に出席してローターアクト
をより一層理解してください。ローターアクト
の事業に参加して、一層の活性化を促してくだ
さい。アクターのスキルアップを図るために人
生の先輩として卓話を願います。アクターをロ
ータリーの例会・親睦会に、より一層参加させ
てください。宜しくお願いします。
　佐保インターアクト・青少年活動委員長には
大変申し訳ありませんが、現在の提唱校が休
止中なので、根本的な会の方針というか方向
を決めなければならない所にきていますの
で、第2740地区インターアクト各種研修会や
大会等に参加していただき、研鑽を積まれま
すようにお願い致しております。
　インターアクターの生徒たちは「奉仕」と「国
際理解」を活動の柱として、放課後や休日に
校内や校外で、清掃、募金、署名、イベント
への参加や、スポーツ大会のボランティアサポ
ート、保育園や老人ホームへの訪問等、更に
は国際交流への参加など、様々な活動をして
います。
　彼らは、自分たちで年間計画を立てて自主
的に運営しています。学童期から高校生まで
の奉仕活動は、彼らをたくましく成長させま
す。他人を助けることで自助の精神を養い、
自らを律する心を養ってゆきます。思いやり
の心や親切にすることの大切さは、痛みと一
緒で経験し、様々な体験をすることの中から
身につくものです。教育のエネルギーが学力
一辺倒になったり、スポーツ一辺倒になった
りする中に、思いやりを持った子どもたちが
育っていく必要があります。そのお手伝いが
私たちの役割ではないでしょうか。
　また、ライラの事業にも佐世保クラブから
積極的に参加されますように、働きかけをお
願いしております。
　ライラとは、ロータリー青少年指導者養成
プログラム、英語で言うと、ロータリー・ユー
ス・リーダーシップ・アワードの頭文字を取っ
たものです。毎年5月に1泊2日の研修を自然

の家等でホストクラブ持ち回りで開催。今年
は佐賀南ロータリーが北山少年自然の家で開
催しました。来年は5月24日～25日、諫早北ロ
ータリーがホストを務めます。そして、地域
社会の若者たちがリーダーとしての資質を養
い成長を助けます。
　国際青少年交換委員会は、素晴らしい制度
です。何といっても参加する学生は最高１年
間の海外留学が出来るのですから。しかし、
近年はセクハラなども含めて問題が起きてい
るという話も聞きます。
　地区委員間の情報を共有して、交換学生の
素晴らしい１年を支える様に努めて、多くの
学生にそのチャンスを活用できるように努力
しましょう。

　新世代のテーマは、「夢、努力そして責任」
です。増﨑新世代統括委員長から、『ロータリ
アンの皆さん、青少年の皆さんに伝えてくだ
さい。夢イコール目標があれば、それに向か
って努力することが出来ることを伝えてくだ
さい。そして、夢を持つことの大切さ、努力
の大切さを教えてあげてください。さらに
は、努力が報われたとき、努力が報われなか
った時の自己責任について問題提起してくだ
さい。』とメッセージです。


