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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。気がつけば
今年も残すところ後 2ヵ月と
なりました。10月最後の、そ
して今月4回目の例会です。
秋の気配を感じつつ朝夕はめ
っきり肌寒さも感じます。そろそろ、イン
フルエンザ予防のワクチン接種のことも話
題に上る時期となってきました。
　今月は「米山月間」でもあります。確認
になりますが、これは全国のロータリアン
からの寄付金を財源として、日本で学ぶ外
国人留学生に奨学金を支給し、支援する国
際奨学事業です。日本のロータリーの創始
者、故・米山梅吉翁を記念し、1952年東京
RCが立ち上げたものです。
　「将来の日本の生きる道は平和しかない。
アジアの国々から1人でも多くの留学生を
日本に迎え入れて、平和日本を肌で感じて
もらうしかない。それこそ日本ロータリー
に最も相応しい国際奉仕事業ではないだろ
うか」（ロータリー米山記念奨学会史より）
そして、クラブ単独事業から全国の共同事
業へとなったそうです。
　先週はその米山奨学生・チーさんが立派に
卓話をされ、楽しく拝聴いたしました。因
みに、ロータリー米山記念奨学会への当第
2740地区からの2014-2015年度寄付は

25,617,842円で、功労者が122名（累計417
名）、奨学生は730名だそうです。
　内訳は、累計2万人程の奨学生で、中国
33.0％、韓国22.9％、台湾18.3％、マレーシア
4.8％、そしてベトナム4.0％、その他アジア
諸国17.0％となっているそうです。
　昨年度より、よねやま親善大使も設けら
れ、ロータリーや一般社会にこの事業をPR
されているそうです。我々もロータリアン
として、こうした留学生支援活動のことも
認識して、身近な留学生の方々へサポート
出来ればと思います。

◯ロータリーソング「我らの生業」

	 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
　	ソウル国際大会、暫定スケジュールの公
開、公認ホテル業者の変更のお知らせが
届いております。
　　http://www.riconvention.org/ja

２．国際ロータリー日本事務局	経理室
　2015年11月のロータリーレートは、
　1ドル＝120円です。（参考：10月＝120円）
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	 親睦活動委員会　石田　謙二
◯結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　さん	ご夫妻（1日）
　坂元　　崇・泰江　さん	ご夫妻（1日）
　大神　吉史・ひろみさん	ご夫妻（1日）
　古賀　　巖・良子　さん	ご夫妻（6日）
　佐保　　榮・三枝子さん	ご夫妻（10日）
　西村　一芳・洋子　さん	ご夫妻（10日）
　山口　剛史・恵美　さん	ご夫妻（11日）
　田中丸善弥・美加　さん	ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美さん	ご夫妻（21日）
　前田　文智・三佳子さん	ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子さん	ご夫妻（23日）

	 親睦活動委員会　田口　恵介
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
増本　一也さん、大久保利博さん
米倉洋一郎さん、平尾　幸一さん
古賀　　巖さん、小川信次郎さん
有薗　良太さん、大神　邦明さん
福田　金治さん、橘髙　克和さん
加納洋二郎さん
　星　裕さんの卓話に期待して。

星　　裕さん
　本日、卓話の時間を頂戴致します。よろ
しくお願いします。

増本　一也さん
　今度の日曜日、11月1日より3日迄、当会
員、河原忠徳さんの亀山八幡宮主催の“佐

３．台南RC
　　2015-16年度会長	 歐瑞崇（Plas）さん
　　2013-14年度会長	 周亮宏（E.S）さん
　	60周年式典訪問者へ台南扶輪社“六十年
史”が届いております。

４．国際ロータリー第2650地区
　　	 ガバナー　中澤　忠嗣さん
　　ローターアクト委員長	 山本　耕司さん
　　地区ローターアクト代表	 山本　真菜さん
　	　第28回全国ローターアクト研修会並びに
　	　第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議
　	 大会会長　大亀　靖治さん
　	第28回全国ローターアクト研修会並びに
　	第13回アジア太平洋地域ローターアクト会議
宿泊付き登録	11月末日まで延期のご案内
が届いております。
　　	大会プログラム2日目「ローターアクト
委員長会議」を計画

■ローターアクト委員会	 髙瀨　宏滋
　今週末10月31日㈯と11月1
日㈰に、長崎国際大学で学園祭
（開国際）が開かれます。
　今回の学園祭で、RACメン
バーは学園祭の機会を利用して
学内にRACをアピールする事を計画していま
す。目的として、次年度の会員人数の減少を
考え、学園祭での会員増強を図る予定です。
　学園祭でのRACの出し物は、鈴の形をし
た鈴カステラの販売とコーヒーの販売を行
う予定です。
　出し物の収益は今後のRACの活動費にな
りますので、お時間のあられる会員の皆様
はぜひ、長崎国際大学まで足を運んでいた
だきたいと思います。

■幹事　芹野　隆英
　国際奉仕委員会	池田真秀さ
んとラ・ホヤRC吉田さんとの
間で連絡をとりあっていただ
き、2月の創立65周年記念式典
の案内を出すよう準備しています。
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世保くんち”が始まります。今年は私共の
松浦町、指山さんの上京町、西村一芳さん
の五ケ町が踊り町として出演します。11月3
日（文化の日）には、朝9時30分より海上自衛
隊の音楽隊の演奏もあります。松浦公園が
御旅所となりますので、お時間のあられる
方は是非ご来場ください!!

田中丸善弥さん、井上　斉爾さん
坂元　　崇さん、古賀　　巖さん
有薗　良太さん、前田　文智さん
佐々木秀也さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

髙瀨　宏滋さん
　出席100％表彰ありがとうございます。
	 （先週分です）

	 指揮　井手　孝邦

「もみじ」合唱	 作詞：高
たかの	たつゆき

野辰之

	 作曲：岡
おかの	ていいち

野貞一

もみじ：1911年（明治44年）「尋常小学唱歌（二）」
にて発表。作詞者の高野辰之は、碓氷峠にある信
越本線熊ノ平駅（現在廃線）から紅葉を眺め、その
美しさに惹かれて、この詞を作ったという。2007年
（平成19年）に、日本の歌百選の１曲に選ばれた。

『相浦発電所と
　　エネルギーミックス』

　新会員　星　　　裕さん
　（九州電力㈱相浦発電所  所長）

　現在の相浦発電所は、高度成長期の旺盛な
電力需要の伸びに対応するため、昭和48年に
誕生した石油火力発電所です。
　直後に２度の石油危機があり、エネルギー
の多様化、脱石油化を進めていくことになり
ました。その結果、石油依存度は大きく減少
し、相浦発電所の稼働率も減少します。玄海
原子力4号が運転を開始した平成9年は、夏の
ピーク時期だけ運転するような運用でした。
　平成23年3月11日の東日本大震災とこれに
伴う福島第一原子力発電所の事故は、将来の
電気事業に大きな影響を与えるものでした。
原子力全停止のため、相浦発電所のような古
い石油火力もフル稼働となり、トラブルが起
きても需要が減る土日に応急処置するなど、
緊迫した状況が続きました。
　9月10日、新規制基準の下、全国に先駆け
て、川内原子力１号が通常運転に復帰しまし
た。2号機もこれに続こうとしています。当
社は、福島のような事故は決して起こさない
という固い決意のもと、地域をはじめ社会の
皆さまに安心いただけるよう、原子力発電所
の自主的・継続的な安全性向上に取り組んで
いくとともに、積極的な情報公開と丁寧なコ
ミュニケーション活動に努めてまいります。
　さて、福島の事故を経験し、国はエネル
ギー基本計画を見直しました。ポイントは
Ｓ＋３Ｅで、安全（Ｓ）確保を大前提とし、
３つのＥ（安定供給、経済性、環境保全）を
達成させるというものです。また、原子力
を重要なベースロード電源と位置づけ、再
生可能エネルギーの導入を一層拡大するこ
とを謳っています。
　この考えの下、将来のエネルギー需給の姿
であるエネルギーミックスが公表されまし
た。2030年に温室効果ガス26％減という目
標達成のベースにもなっており、今後、省エ
ネの徹底や、バランスのとれた電源構成を目
指していくことになります。
	 以	上
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ニコニコボックス	 本日合計	　23,000 円

	 累　　計	 418,000 円
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（今週の担当：田口　恵介）
（カメラ担当：圡井　弘志）

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

＊11〜12月  例会卓話者予定＊

11月11日	 佐世保市観光物産振興局長
	 	 森永　博昭	様
11月18日	 ㈱親和銀行
	 	 花高支店	支店長　加藤千由里	様

11月25日	 新会員	 上野　好章さん
　	 損害保険ジャパン日本興亜株式会社	佐世保支社長

12月２日	 年次総会
12月９日	 佐世保史談会　
	 	 　会長　中島　眞澄	様

12月16日	 佐世保観光大使	 内川　優依	様
（㈱十八銀行		佐世保支店勤務）

	 	 　諸国　麻椰	様
（長崎県立大学３年生）

12月23日	 祝日休会日
12月30日	 指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月4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＊
日時／11月12日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／11月26日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学	食堂
＊	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。

RAC例会での夕食、ト
ルコライスです。これ
から、メンバーの出身
地の名物料理を大学の
食堂の方と話し合い、
メニューにするそうで
す。ご期待くださいと
のことです。

台南ロータリークラブより
　立派な装丁の60周年記念誌
が送って来ました。事務局に
も保管しておりますので是非
ご覧ください。

長崎国際大学RAC例会出席
例会日／2015年10月22日㈭  18:30（食事開始）～20:00
例会場／長崎国際大学食堂にて
メインテーマ「宇宙食」
佐世保RC出席者／田中丸善弥 会長
　　　　　　　　　増本　一也 会長エレクト
　　　　　　　　　大神　吉史 RA副委員長

佐世保市内8RC会長・幹事会
合同ガバナー公式訪問歓迎会

 2015年10月20日㈫ （佐世保東南RC担当）
出席者／田中丸善弥 会長、芹野  隆英 幹事
　　　　第5グループガバナー補佐　大神  邦明
　　　　増本  一也 会長エレクト

増本 一也 会長エレクトの総評挨拶

第6地区ガバナー
補佐 古賀良一さん
の挨拶。
宮㟢清彰副ガバナ
ーが結局来られず、
主役不在の公式訪
問でした。


