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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。G7首脳による
伊勢志摩サミットも無事に終了、
米国オバマ大統領の広島訪問も
済みましたが、我が国の「アベ
ノミクス」もその真価が問われ
る選挙も近まっております。よ
うやく落ち着いた感じのこの頃です。
　さて、5月・6月は総会のシーズンであり、会
員の皆様も業界や、各種の総会への出席でご多
忙のことと存じます。
　又、現在、国際ロータリー財団では（RIレー
ト）、2016年6月でUSドル＝110円になっていま
す。今までは、1ドル＝120円前後の円安傾向で
す。4〜5年前には1ドル＝70〜80円でしたか
ら、思い出すと隔世の感がします。心苦しくも
ありますが財団への寄付も引き続き宜しくお願
いいたします。これにて、会長挨拶と致します。

　本日は例会に先立ち、第12回理事会を開催し
ました。
１． 新入会員 木下貴夫さん（西部ガス支店長）の

委員会配属
２．65周年記念式典の決算
３．新入会員候補者について
４．例会プログラムについて

　次に、先日、武井パストガバナーより、5月
20日㈮のガバナー諮問委員会で、当佐世保RCの
福田金治会員が、次々年度（2018-2019）のガバナ
ーノミニー・デジグネート（選出）されましたと
のお知らせがありました。そして、本日の理事
会にて了承されましたことをご報告致します。
この後、福田さんにご挨拶をお願いいたします。

 福田　金治
ガバナーノミニー・デジグネート指名受託挨拶
　今回、私が2018-2019年度 第
2740地区ガバナーのご指名を受
託いたしましたのには3つの理由
があります。
　１つ目はロータリーに入会し
て39年になりますが、入会以
来、役職を頼まれた時、断る特別な理由が無け
れば「イエス」か「ハイ」との考えで引き受けてま
いりましたので、今回のガバナー指名も同じ様
な考えで引き受けることにしました。
　２つ目の理由は、2003-2004年度は順番で佐
世保クラブからガバナーを出さなければなりま
せんでした。前年の2002-2003年度は、私が佐
世保RCの会長でしたので、会長の責任としてガ
バナーを決めなければならなかったのです。何
度もパスト会長会を行い選考しましたが、なか
なか決まらず最終的には安部会員の英断でガバ
ナーを引き受けて頂きました。安部会員に無理
してガバナーを引き受けて頂きましたので、責
任上、私が地区幹事を引き受けました。
　今回、もし私がガバナー指名を断りましたら
田中丸会長ほか、会員の皆様に私が経験したよ
うな多くの負担をお掛けしますので、引き受け
ることにしました。
　３つ目は、詳しい理由は申しませんが、ロー
タリーに入会していたお蔭で私は命が助かりま
した。もし、ロータリーに入会していなけれ
ば、本日の私は無かったと思います。その様な
訳でロータリーに恩返しをさせていただくとい
うことで引き受けました。
　ガバナーの職務を実行していく上で、ガバナ
ー1人の力は微力です。ホストクラブ会員の皆様
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会　長　挨　拶 ご　挨　拶



２．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
	 	理事長	小沢　一彦さん
　米山功労者
　第24回メジャードナー
　福田金治さんへ感謝状が
　届きました。

■青少年奉仕委員会	 委員長　坂本　　敏
　5月28日㈯ ローターアクト委員
会のボウリング例会に出席しまし
た。会長、古賀さん、大久保さ
ん、大神さん、山口さん、私で、
ボウリングの腕前は意外にも、
古賀さんがぶっちぎりの一番で
した。スコアは150前後で、朗遊会の後のボウ
リングにしてはすばらしいスコアではないか
と、ゴルフのスコアとあまり変わらないような
気がしております。会長、西肥バスシルバーボ
ウル社長の川口さんには、賞品提供をいただき
ありがとうございました（これはちゃんと発表し
ろと言われましたので）。残念だったのは、ロー
ターアクトの生徒が少なかったのが心残りで
す。次年度会長 増本さんが公務の為、お休みに
なられたのも残念です。ゴルフに、ボウリング
に、楽しい１日でした（つかれた〜）。

 朗遊会幹事　圡井　弘志
第５回朗遊会の結果報告
　5月28日㈯　佐世保カントリー倶楽部にて
　優勝　有薗　良太さん
　２位　 米倉洋一郎さん
　３位　 松本　由昭さん

第６回朗遊会 役員交代記念コンペ開催のご案内
　6月18日㈯　佐世保カントリー倶楽部

	 囲碁･将棋同好会　井上　斉爾
2016-2017年度役員交代式記念
囲碁･将棋大会 開催のお知らせ
　6月18日㈯ 17:00より、島地町
のニンジンクラブにおきまして、
2016-2017年度役員交代式記念囲
碁･将棋大会を開催致します。

方のご協力があってこそガバナーの職務を行う
ことが可能です。ガバナーエレクト事務所の業
務が始まるのは2017年10月からです。私も全力
でガバナー職を務めますが、佐世保RCの会員一
人ひとりのご協力を宜しくお願いします。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
　サントリー酒類株式会社
　九州支社長崎支店長 下

し も な が た

永田浩二 様

■草
くさつ

津　栄
えいりょう

良
　宗教法人 黒髪山大智院　住職
　職 業 分 類：仏教
　推　薦　者：円田　浩司会員
　カウンセラー：円田　浩司会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　毎回出席できるよう努力しますので、ご指導
のほどよろしくお願いいたします。

■前
まえだ

田　恭
やすひろ

宏
　いちよし証券㈱佐世保支店
　支店長
　職 業 分 類：証券業
　推　薦　者：円田　三郎 会員
　　　　　　　米倉洋一郎 会員
　カウンセラー：米倉洋一郎 会員
　委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　　出席・例会委員会

　4月に佐世保に着任しましたが、出張が多く、
入会が今になりました。未熟者ですがよろしく
お願いいたします。

 幹事　芹野　隆英
１．ハウステンボス佐世保RC
	 実行委員長　宮下　光世さん
	 競技委員長　川㟢　伸一さん
　 佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会決算書が届き

ました。
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委員会報告

例 会 記 録

幹 事 報 告

入　会　式

朗遊会より

囲碁・将棋同好会より



　当日の午後には朗遊会も行われ、ゴルフの後
に参加される方も何名かおられ、ゴルフの後に
囲碁、将棋を楽しもうという訳であります。今
回より次年度増本会長の提案で、五目並べ大会
も行いますので、奮ってご参加ください。
　会費：3,000円（夕食代）
　＊ 親睦会でもありますので、気軽にご参加く

ださい。

	 親睦活動委員会　河原　忠徳
田中丸善弥会長、芹野　隆英幹事
坂元　　崇副幹事、円田　三郎さん
円田　　昭さん、石井　正剛さん
円田　浩司さん、富永　雅弘さん
米倉洋一郎さん、遠田　公夫さん
廣瀬　章博さん、坂本　　敏さん
木村　公康さん、中島　祥一さん
吉田　英樹さん、吉澤　俊介さん
古賀　　巖さん、石田　謙二さん
中村　徳裕さん、池田　真秀さん
納所　佳民さん、玉野　哲雄さん
　前田恭宏さん、草津栄良さんの入会を祝して。

田中丸善弥	会長、芹野　隆英	幹事
坂元　　崇	副幹事、黒木　政純さん
中村　徳裕さん
　サントリー酒類株式会社九州支社長崎支店長 
下永田浩二様の卓話を楽しみにしています。

田中丸善弥	会長
　川口会員へ、先日、RACボウリング例会にて
賞品の提供、サービスして頂き有り難うござい
ました。私は20年ぶりのボウリングでした。

坂本　　敏さん
　今週号の週報にローターアクトの例会にて、
卓話をさせていただきました。たいした話では
ないのに熱心に聴いていただきありがとうござ
いました。30分と短い時間でしたが、とても勉
強になりました。

松本　由昭さん、米倉洋一郎さん
　朗遊会にて入賞しましたので。

中村　徳裕さん
　ロータリーの友情で、5月27日付の長崎新聞
にカラー写真入りで大きくご紹介いただいたの
でニコニコします。

　2年間かけて一生懸命つくったオリジナル音楽
CD「エナジー」（2枚組15曲入り）、価格は（ニコ
ニコ価格）1,000円で発売しました。
　皆様の応援をよろしくお願いいたします。

『５大ウイスキーセミナー』

　サントリー酒類株式会社
　九州支社長崎支店長

　　　　下
しもながた

永田浩二	様

　一昨年、サントリーはアメリカNo1バーボンメ
ーカービーム社を買収し、世界第３位の蒸留酒
メーカーになり、世界で唯一５大ウイスキー蒸
留所を所有するウイスキー会社になりました。
　ウイスキーはビールや焼酎と違い、蒸留と熟
成という製造工程によりつくられており、蒸留
に由来し飲みやすいお酒になり、樽の中での熟
成に由来し、ほのかな自然の甘さが生まれま
す。ウイスキーは体にやさしく、低カロリーで
糖質とプリン体もほとんどゼロで、樽熟成によ
りポリフェノールがありリラックス効果もあり、
メラニン色素抑制成分も確認されており、女性
にもやさしい飲物です。
　シングルモルトウイスキーは、単一蒸留所でモ
ルト原酒のみでつくられたウイスキーで、ブレ
ンデッドウイスキーは、モルトウイスキーとトウ
モロコシなどの穀類が原料のグレーンウイスキー
をブレンドしてつくられています。
　シングルモルトウイスキーは、蒸留所毎の風土
やつくり手のこだわりが色濃く反映します。日
本では山崎と白州蒸留所で日本のウイスキーを
つくっています。
　山崎は日本最初の蒸留所で、名水に恵まれ、
ウイスキーづくりに最適な霧立ち込める湿潤な
環境です。
　サントリー創業者鳥井信治郎がウイスキーづ
くりを始め、日本人の繊細な感性で日本独特の
味を目指しました。国産第１号は白札で苦戦し
ましたが、1937年発売の角瓶は大ヒットし、割
って飲むとさらにおいしく、時代の変化に合わ
せ絶えずリファインし、日本人にあう味覚を目
指し多彩な原酒をブレンドしてつくりました。
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ニコニコボックス 本日合計 　32,000 円

 累　　計 910,000 円

◇

卓　　話

ニコニコボックス
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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

（今週の担当：田口　恵介）
（カメラ担当：上野　好章）

　サントリーでは100種類以上の原酒を、山崎で
は60種類以上の原酒をつくり分けることができ
ます。「山崎」はウイスキーづくり60周年を記念
して発売し、数々のコンペティションで賞を受
賞しています。山崎の蒸留所とは異なる新しい
個性のモルト原酒をつくるために、２番目の白
州蒸留所は竣工されました。仕込水は南アルプ
スの天然水で、柔らかでミネラルバランスがよ
くクリーンな香りのウイスキーが生まれます。
　「響」は創業90周年を記念し、人と自然が響き
あうという企業理念が込められて誕生したフラ
ッグシップ製品です。
　世界にはアイリッシュ、スコッチ、アメリカ
ン、カナディアン、ジャパニーズの５大ウイスキ
ーがあります。スコッチはスペイサイドやアイラ
島など、それぞれの地域の特徴のあるウイスキ
ーがつくられています。グレンフィディックは世
界で一番売れているシングルモルトで、洋ナシを
思わせるフルーティさが特徴です。マッカランは
甘く芳醇な味わいで、シングルモルトのロールス
ロイスと讃えられています。ボウモアはアイラ島
最古の蒸留所で、海抜ゼロメートルの貯蔵庫で
熟成されています。ラフロイグは強烈な香ばし
さが特徴で、王室御用達のシングルモルトの認
証を受けています。オーヘントッシャンは３回蒸
留でデリケートで洗練された味わいがあり、カ
クテルベースでも人気です。
　アイルランド島のウイスキーはピート燻蒸
をせず蒸留３回により、まろやかな味わいに仕
上がっています。
　バーボンは原料穀物の51％以上がトウモロコ
シで、内側を焦がした新しいホワイトオークの
樽で熟成させます。よって樽由来の香りと甘み
があり、炭酸などで割っても美味しくいただけ
ます。
　現在稼動する最古のバーボン蒸留所はメーカ
ーズマークで、ライ麦の代わりに冬小麦を使用
し、柔らかく繊細な味わいです。１本ずつ手作
業でワックスで封をし心を込めた贈り物との思
いでつくられています。カナディアンクラブは
ライト＆スムーズでまろやかな風味が特徴、ハ
イボールビギナーにもおすすめです。世界最高
レベルのウイスキーづくりを目指して、日々チ
ャレンジを続けていきます。
　ご清聴ありがとうございました。

＊6月  例会卓話者予定＊ 

６月15日 佐世保市市民生活部
 人権男女共同参画課
 佐世保市男女共同参画推進センター
 「スピカ」センター長 竹口奈保美 様

６月22日 クラブ協議会

６月29日 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月21日㈫　15:45〜 
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／6月9日㈭　19:00（食事開始）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／6月23日㈭　19:00（食事開始）〜
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。

長崎国際大学RAC ボウリング例会
2016年5月28日㈯　早岐シルバーボウルにて

参加者は、ロータリアン6名（田中丸善弥、坂本  敏、古賀  巖、
大神吉史、大久保利博、山口剛史）、ローターアクター5名（仁田原 
汀、牟田真衣奈、小田香純、松永優衣、瀧口 暸）でした。


