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幹事と一緒に出席してきました。当日
は、今年度ローターアクト委員会の大神吉
史委員長、玉野哲雄会員、坂元　崇会員
がご出席でした。玉野さんは20年ぶりの
RAC例会出席だそうですが、ローターア
クトソング斉唱でも大きな声で歌って頂き
ありがとうございました。又、今回、松
尾幹事と感心したのは、仁田原会長以
下、ローターアクトメンバーがしっかりと
した例会運営をしていた事で、大神委員
長の指導力に感謝です。
２�．7月18日㈪海の日、今年度社会奉仕委員
会一つ目の事業、ビーチクリーンアップが
あり、R奉仕プロジェクト委員会の菅沼委
員長を始め、多くの皆様に、ご参加を頂
きました。ありがとうございました。詳
しくは、委員会報告をお聞きください。
以上でご報告を終わります。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　佐世保市博物館島瀬美術センター
� 館長　安田　恭子�様
◯ビジター
　大村RC� 会長　酒井　美克さん

� 幹事　小
こまた

又　三正さん
　長崎西RC� 西　　義光さん
　長崎RC（7月21日入会）� 壹

い き

壱　　正さん
　佐世保南RC� 塚原　康人さん

	 会長　増本　一也
　皆様こんにちは。梅雨明け
宣言がされ、大変暑い日が続
いております。庭の植物達も
毎日水をやらないと、すぐ枯
れてしまいそうです。皆様も
熱中症には、お気をつけください。
　又、先週のガバナー公式訪問例会、あり
がとうございました。ガバナーも佐世保
RC、出席率100%の継続に、驚嘆されてい
ました。この歴史と伝統の継続の為にも、
例会を欠席した時のメークアップを皆さん、
よろしくお願いします。一昨日、前々回欠
席された方には、文書でメークアップの依頼
文を流しております。ローターアクト・イン
ターアクトでのメークアップを是非よろしく
お願いします。
　本日の卓話は、佐世保市博物館島瀬美術
センター館長�安田恭子様です。先日、国立
西洋美術館が世界遺産に認定され、本当に
タイムリーな卓話だと存じます。「今年の
夏、しまびにルノワールがやってくる!!」と
ホームページに掲載されていました。後
程、そのお話を詳しくお聞かせ願えればと
思っております。又、9月には新会員�草津
栄良さんがお寺の宝物を展示されます。

【報告事項】
１�．7月14日㈭19時よりRACの例会に松尾
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社会奉仕委員会	 委員長　米倉洋一郎
　7月18日㈪（祝・海の日）� 9:00
より、鹿子前パールシー海岸
周辺を中心に、参加者14名に
て「ビーチクリーンアップ」空
き缶回収に参加してきました。

〔参加者14名〕
増本　一也会長、松尾　文隆幹事、田中丸善弥さん
平尾　幸一さん、米倉洋一郎さん、菅沼宏比古さん
木村　公康さん、坂本　　敏さん、筒井　和彦さん
廣瀬　章博さん、德川　晃尚さん、山口　剛史さん
木下　貴夫さん、星　　　裕さん

	 2015-2016年度	会計　富永　雅弘
　会計報告
　　収支決算書をご覧
　　ください。

ロータリー情報･文献記録委員会
	 委員長　石井　正剛
　ポール･ハリスが、どうして
弁護士という職業に就いたの
か、私は初めて知りましたの
で、ご紹介します。
　ポール･ハリスが、3歳の
頃、父の破産により一家離散、農場を経営

	 大村RC　会長　酒井　美克さん
	 幹事　小又　三正さん
　今年、クラブ創立57周年になります。活
動に対する佐世保RCのご指導、ご支援にお
礼を申しあげます。本年度もよろしくお願
いいたします。

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー事務総長
	 	ジョン・ヒューコさん
　�ゾーンのクラブ会員によって1名のRI理事
選出の依頼
　　�対象者は、ガバナー経験者となってお
ります。

２．台南RC会長	 蘇	崇	舜（Frame）さん
　台風無事のお知らせが届きました。

３．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　青少年奉仕統括委員長	奥村　　豊さん
　青少年奉仕統括セミナーのご案内
　　日時／2016年8月27日㈯　
　　　　　12:30�受付開始　13:00�開会
　　会場／東彼杵町総合会館2階��大会議室
　　�クラブ該当者／各ロータリークラブ青少
年奉仕担当理事（委員長）

委員会報告

幹 事 報 告

ごあいさつ

ロータリー３分間情報

その他の報告
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する祖父母に引き取られ生活します。生涯
を通じて両親の愛情にこそ恵まれませんで
したが、祖父母の元、決して不遇な少年時
代を過ごしたわけではありません。学生時
代の彼は、成績は極めて優秀でしたが、向
こう見ずで喧嘩っ早く、学校嫌いという性
格でした。
　ある高校では、悪ふざけが過ぎて1年で退
学、その後、1885年バーモント大学へ進み
ますが、無実であったにも拘らず、持ち前
の正義感から新入生に対する暴力事件の責
任をとった形で、再び退学処分を受けます。
　自由奔放な性格が、祖父母に大きな苦し
みを与え、世間に顔向けできない結果を招
いた事、又、人の信頼にこたえることの重
要さを悟り、弁護士に成ることを強く決意
します。
　そして1891年、アイオワ州立大学卒業と
同時に弁護士試験に合格し、弁護士と成る
べく第一歩を踏み出します。その後4人の
友人とロータリークラブを設立します。

� 出席・例会委員会　星　　　裕
◯永年会員表彰
　岡　　英樹さん（38年）

◯出席100％表彰
　山下　尚登さん（19回）
　松尾　文隆さん（11回）
　溝口　尚則さん（11回）
　吉澤　俊介さん（5回）
　長浜　陽介さん（1回）

� 親睦活動委員会　廣瀬　章博
大村RC
会長	酒井　美克さん、幹事	小又　三正さん
　本日はお世話になります。貴クラブの
益々のご活躍ご祈念いたします。

佐世保南RC　塚原　康人さん
　本日はメークアップでお世話になります。
増本一也会長、円田浩司副会長、松尾文隆
幹事、大久保利博副幹事、一年間頑張って
ください。

増本　一也	会長、松尾　文隆	幹事
大久保利博	副幹事
　大村ロータリークラブ会長�酒井美克さん、
幹事�小又三正さんのご来訪ありがとうござ
います。

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
草津　栄良さん、森　　信正さん
古賀　　巖さん、圡井　弘志さん
中村　徳裕さん
　佐世保市博物館島瀬美術センター館長�
安田恭子様の卓話に期待して。

遠田　公夫さん
　過日、15年間毎年、佐世保の「よさこい
祭り」に参加している北海道は旭川の近
郊、東神楽町の「東神酔華の舞」というチ
ームのリーダー久保氏が、旭川空港ロータリ
ークラブの会長に就任、お祝いを兼ねてメー
クアップに行って参りました。ちょうど、
2550地区のガバナー公式訪問の日でガバナ
ーも大感激でした。バナー交換もして参り
ました。先方のバナーは大雪山･山系の旭岳
をイメージしたものだそうです。一方、当
クラブのデザインは、99島の海と海上自衛
艦をデザインした、実に佐世保らしいもの
で、誇らしく思いました。皆様も一度、わ
がクラブのバナーをご覧ください。

ニコニコボックス

慶　　　祝



（4）

　本展は、日本初公開作品49点を含む61点
の油彩画を一堂に展示するもので、西日本で
は佐世保だけの開催となります。当館にとっ
ても、このような本格的なフランス美術の展
覧会を実施するのは初めてのことです。
　作品は、フランスを中心とした国内外の
美術館から借用します。テーマは、西欧の
絵画において古くから最も重要なモチーフ
として描かれている“女性”。室内の女性、
屋外の女性、働く女性というように19世紀
後半から20世紀前半に活躍した47作家によ
る女性像を紹介していきます。
　また、展示だけにとどまらず、ワークショ
ップやミュージアム･コンサートなどの催し
ものを行うことで楽しい文化事業とします。
　本展により、女性表現の多様さや絵画描
写の豊かさを知っていただくとともに、佐
世保市民はじめ多くのみなさまにフランス
美術を楽しんでいただければ幸いです。

�お陰様で好天に恵まれ、大雪山のふもとで
2ラウンドも楽しんで参りました。

　
岡　　英樹さん、山下　尚登さん
溝口　尚則さん、松尾　文隆さん
長浜　陽介さん
　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。

髙田　俊夫さん、米倉洋一郎さん
坂元　　崇さん
　ホームクラブ出席100％表彰のお礼です。

『印象派から新印象主義へ
　　　〜女性を描く〜』

　佐世保市博物館
　島瀬美術センター
　　館長　安田　恭子	様

　7月16日㈯より8月28日㈰まで、島瀬美術
センターにて、クールベ、ルノワール、マテ
ィスを含む印象派から新印象主義、フォー
ヴィスムへ向かうフランス美術史を紹介する
特別企画展を開催しています。

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊8月  例会卓話者予定＊�

８月３日� 佐世保市企業立地推進局長
� � 豊原　　稔�様

８月10日� 指定休会日

８月17日� 久留米大学��法学部��教授
� 　　　　　� 児玉　昌己�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月 2 日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会
8月16日㈫　17:00〜（夏休みにつき）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月28日㈭�（テスト期間の為）休会
＊�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。

（今週の担当：山口　剛史）
（カメラ担当：筒井　和彦）

卓　　話

ニコニコボックス� 本日合計�　25,000 円

� 累　　計� 113,000 円
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