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お盆の指定休会日ですが、其々が大きな犠牲の
上にこの平和がもたらされていることへの思い
を新たに終戦記念日（8月15日）を迎えられ、こ
の平和を次世代へ繋げて行くようにしたいと思
います。
　今月はロータリー 新『会員増強・新クラブ結
成推進月間』となっております。我々の新しい
仲間を更に増やすよう、また新しく会員になら
れた方が早くロータリアンとして楽しまれて、
活躍されますよう祈念申しあげます。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　県北振興局 次長　嶋田　孝弘 様
◯ゲスト
　米山奨学生 B
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　九州電力㈱相浦発電所  所長
推薦者：福田　金治 会員
　　　　加納洋二郎 会員
カウンセラー：福田　金治 会員
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

　相浦発電所は、昭和14年に国内炭を燃料とし
た火力発電所として誕生しました。昭和48～51
年にかけ、石油を燃料とした現在の1、2号機が
建設され、今に至っています。

 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。
　暦の上では、もうスグそこに
立秋（秋が始まる日、今年は8月
8日）が来ておりますが、しかし
外ではまだ太陽がカンカン照り
で気温も35度オーバーが続きます。
　実は、これは二十四節気という中国で考案さ
れた季節の分類法なのです。（ご存知でしょう
が!!）つまり、中国の気候に合わせているの
で、日本の気候とは食い違いが生じているわけ
です。という事で、暑さがピークを迎え、
徐々に弱まって秋の気配を感じるようになる…
と考えると、季節感がズレているともいえない
気もします。
　先日、8月1日・2日とインターアクト年次大会
が佐賀清和高等学校（男女共学、中176名、高
1,034名の一貫校）をホスト校として、テーマは

「和顔愛語」（わげんあいご…とは仏教のお経の中
に出てくる言葉）～Let's make everyone happy 
with your smile～、我が西海学園高等学校を含
む17校が参加し開催されました。全体では関
係者含め200名程でした。国際ロータリー研修
リーダー、PG（2014）の三木　明さん（65歳）を
講師として迎え、社会奉仕、クラブ奉仕、国際
奉仕の3つの分科会に別れ、其々のリーダーの
下活発な研修が行われました。
　詳しい報告、感想は同行された坂本　敏 青
少年奉仕委員長からも後日報告して頂きます。
　さて、これから明日の8月6日広島、そして8
月9日の長崎の原爆の日も参ります。8月12日は
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6．神埼RC	 会長　陣ノ内久昭さん
　創立30周年記念式典並びに祝賀会のご案内
　日時／平成27年10月17日㈯　受付 14:00
　　　　式典・祝賀会 15:00～19:30
　会場／ホテルニューオータニ佐賀
　登録料／10,000円

■65周年実行委員会	 委員長　橘髙　克和
佐世保RC創立65周年記念式典
について
1. 日時／平成28年2月21日㈰
2. 組織（委員長）
　　実行委員長　　橘髙　克和
　　副 委 員 長　　中村　徳裕
　　式典委員長　　古賀　　巖
　　懇親委員長　　有薗　良太
　　接待委員長　　加納洋二郎
　　総務委員長　　坂本　　敏
3. 内容
　 基本として、65周年は、会員と姉妹クラブ

の皆さんで開催する。
　① 具体的内容は、各委員会で立案して実行する。
　② 観月例会は、65周年の一環として九十九

島海賊遊覧船「みらい」の船をチャーター
して、会員と家族で楽しむ。

　　日時／平成27年9月26日㈯
　　◦パールシークルージング：17:10集合  17:30出航
　　◦例会：18:30～　ローズキッチン（鹿子前町）

■職業奉仕委員会	 委員長　平尾　幸一
第2740地区
職業奉仕部門セミナー開催
R奉仕プロジェクト委員会
　9月5日㈯ 14:00～17:00まで、
武雄センチュリーホテルで行われ
ます。地区より、RC入会3年未
満の会員の方の出席を要請されております。ス
ケジュールの調整を宜しくお願い致します。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　前田　文智
　田中丸善弥会長より、（公）ロー
タリー日本財団年次基金へご寄
付いただきました。
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　その後の原子力、大型石炭火力、揚水発電な
どの開発により、石油火力は徐々に役目を終え
ようとしておりましたが、震災以降の原子力発
電所停止に伴い、再び40歳の石油火力が活躍し
ているという状況です。
　歴史が古い分だけ、地域の方に、また関係す
る業界の方々に、深く長くご支援、ご協力をい
ただいております。
　私は、電気を送る仕事を出発点に、主に電力
設備の開発計画に携わってきましたが、火力発
電所の仕事は初めてです。佐世保の地もロータ
リークラブも初めてですが、活動を通じて地域
や社会に広く貢献できる好機と思っています。
　現在、妻と一人娘を福岡に残し、単身赴任中
です。

 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局　クラブ・地区支援室
　特別月間（8月）名称変更のご案内
　変更後名称：
　『 会員増強・新クラブ結成推進月間』
　“Membership and New Club Development Month”

　変更前名称：「会員増強・拡大月間』

２．国際ロータリー日本事務局
　 RIホームページ My ROTARYに新機能導入

お知らせ

３．第2740地区	 ガバナー　太田　善久さん
　　	 副ガバナー　宮㟢　清彰さん
　　米山記念奨学委員長	 本多　善彦さん
　米山奨学カウンセラー研修会のご案内
　　日時／2015年8月30日㈰　10:30～15:00
　　会場／東彼杵町総合会館

４．第2740地区青少年奉仕統括委員長
	 　古賀　秀仁さん
　青少年奉仕セミナーのご案内
　　日時／2015年9月5日㈯　13:00～16:30
　　会場／東彼杵町総合会館２階　大会議室

５．平戸RC	 前会長　森　　幸雄さん
　　RYLA実行委員長	 池田　直彦さん
　第36回 RYLA記録DVD送付

幹 事 報 告

委員会報告



『世界遺産』について

　県北振興局
　　次長　嶋田　孝弘	様

●なぜ世界遺産をめざすのか？
　世界遺産登録を通して、地域の歴史、資産の価
値を再認識し、地域住民に自信と誇りが生まれる。
　→ 地域振興（定住・交流人口の増加など）
　→ 地域再生（世界遺産を核としたまちづくり）
本来の目的： 資産（文化財）の恒久的な保護・保存
※ 構成資産を適切に保存していくために必要な

地域力の維持・発展
※ 構成資産の多くが所在する離島・半島の地域

振興・活性化

●世界遺産の登録数（1,031件：国内19件）
◦文化遺産（802件：国内 15件） 
　 　顕著な普遍的価値をもつ工作物、建築物、

遺跡（文化的景観を含む）
　　〔 ◦姫路城◦原爆ドーム◦富岡製紙場と絹産

業遺産群◦明治日本の産業革命遺産−製鉄・
製鋼、造船、石炭産業 など〕

◦自然遺産（197件：国内 4件） 
　 　顕著な普遍的価値をもつ地形や生物、景色

などを含む地域
　　〔◦屋久島◦白神山地◦知床◦小笠原諸島〕
◦複合遺産（32件：国内 なし） 
　 　文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備

えている遺産。

●明治日本の産業革命遺産
《世界遺産としての価値》
　「産業革命遺産」は、造船、石炭、製鉄・製
鋼の重工業分野において、1850年代から1910
年の半世紀の間で西洋の技術が移転され、日本
の伝統文化と融合し、実践と応用を経て産業シ
ステムとして構築される産業国家形成への道程
を時系列に沿って証明している。

●長崎の教会群とキリスト教関連遺産
《世界遺産としての価値》
　日本におけるキリスト教の伝播と繁栄、弾圧
と250年もの長期にわたる潜伏、そして奇跡の
復活という世界に類を見ない独自の歴史
 　⇒  450年以上にも及ぶ、キリスト教の伝播・

浸透のプロセスを示す文化遺産

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
　本日、朗遊会年会費の振込依頼書を配布し
ております。又、第 1 回朗遊会を9月5日㈯に
予定しています。ご案内を事務局よりFAX致
しますので、宜しくお願い致します。

	 親睦活動委員会　筒井　和彦
田中丸善弥会長、佐々木秀也さん
安部　直樹さん、梅村　良輔さん
橘髙　克和さん
　県北振興局 次長 嶋田孝弘様の卓話に期待い
たします。

安部　直樹さん
　インターハイバレーボールで予想もせずに優
勝を致しました。お陰で大阪に4日間足止めを
したという思いがけない喜びの瞬間でした。
ご声援を感謝致します。

田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
坂元　崇副幹事、円田　　昭さん
米倉洋一郎さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、古賀　　巖さん
大久保利博さん、山口　剛史さん
大神　吉史さん、梅村　良輔さん
遠田　公夫さん、前田　文智さん
石田　謙治さん、松本　英介さん
有薗　良太さん、川口　博樹さん
　九文バレー優勝おめでとうございます。

増本　一也さん、大久保利博さん
　みなさんにご協賛いただいた松浦公園夏祭り

（盆踊り）が、今週7日㈮、8日㈯に開催されま
す。田中丸さんの玉屋や、ティ・プロジェクトも
出店します。1万円ご協賛頂いた方には7,000円
分のお食事券が付きますので、忘れずにお使
いください! ! みなさんのご協力に心より感謝
してニコニコします。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　31,000 円

 累　　計 208,000 円

◇

卓　　話朗遊会より



《なぜ「長崎の教会群」が世界遺産？》
◦長崎には教会堂が多い
　　長崎 134：全国 991
◦長崎にはカトリック信者が多い
　　長崎 61,262人：全国 437,267人

《長崎から2つの世界遺産を！》
◦ 平成27年世界遺産登録「明治日本の産業革

命遺産　九州・山口と関連地域」
　　平成26年1月 ユネスコへ推薦書提出
　　平成27年6月28日～7月8日
 ユネスコ世界遺産委員会
 　　⇒ ★世界遺産登録

◦ 平成28年世界遺産登録を目指す「長崎の教
会群とキリスト教関連遺産」

　　平成26年7月10日
　　　　文化審議会　推薦候補として選定
　　平成27年1月22日 ユネスコへ推薦書提出
　　平成28年6月頃 　 ユネスコ世界遺産委員会
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（今週の担当：圡井　弘志、カメラ担当：岡村　一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊8〜9月  例会卓話者予定＊
 8 月26日 SAIKAI アメリカンフェスティバル2015 実行委員会
 　　　実行委員長　山下　忠則 様

 9 月 2 日 ミズノアベール店舗販売部
 九州直営店販売課所属
  古賀　英樹 様
 9 月 9 日 ㈱伊藤園
 地域販売促進部員 土井　貴文 様

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月2日㈬　17:00～　
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
ボウリング大会例会
日時／8月27日㈭　18:30～20:00
会場／西肥シルバーボウル（早岐）
例会後食事会場／レストラン ポアーブル（広田町）

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。「長崎の教会群とキリスト教関連資産」の位置図


