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クラブ等が参加する総合防災訓練が開催されま
す。今回は、自衛隊機オスプレイの訓練参加が、
TV等で話題になっておりました。将来必ず起こ
ると予測されている「南海トラフ大地震」、その
準備や対策を考えての市長の決断でしょう。
　先週の長崎新聞にも一面で取り上げて頂きま
したが、私共、石油業界でも、今後全国8,000箇
所のガソリンスタンドに新しく自家発電装置を
国の補助で配備していく事が決定しました。大
震災の教訓を踏まえての政府の決定です。
　ロータリークラブも人道的支援の目的を持っ
て、この大災害への備えを、委員会活動の中で
研究することも良いのではないでしょうか。佐
世保RCには、市長を始め、4名の名誉会員もお
られます。私達のそれぞれの会社が行政と結集
して、その職業能力を発揮する事は、新たな職
業奉仕の展望に繋がる様に思います。
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	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2016年9月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円です。（参考：8月=102円）

	 会長　増本　一也
　8月27日㈯に地区の青少年奉仕
統括セミナーが開催されまし
た。後程、委員会報告で古賀巖
委員長より報告して頂きます。
　本日8月31日㈬は、何の日か、
一つ目は二百十日です。雑節の
ひとつで、立春から数えて210日目を言います
が、この時季は、稲が開花･結実する大切な頃で
すが、台風が来襲する事も多く、農作物が被害
を受けてしまう事がよくあり、厄日とか荒れ日
などと言われております。漁をする人達にとっ
ても、海上で嵐に遭遇すれば、生死に関わる訳
ですから、台風の来る日を事前に知る事は大変
重要でした。こうして、嵐の来る日として暦に
載る様になったのが二百十日です。
　二つ目は、831で、野菜（ヤサイ）の日です。
「皆さん、健康の為にもっと野菜を食べましょ
う」と、かねしめ青果の木村公康さんが言って
おられます。
　三つ目は、これは、イギリスで始まったそう
ですが、今日は「I Love You」の日だそうです。

（皆さん、今日くらいは、家に帰って、奥さんに
「I Love You」と言ってみてはどうでしょうか
!? きっと、貴方、一体、何があったのと言われる
かもしれませんが…）
　ところで、明日9月1日㈭は、防災の日です。
これは、大正12年9月1日に発生した関東大震災
にちなんで制定されたものです。佐世保市でも自
衛隊、警察などの防災関係機関や電気、ガス、水
道などの生活関連機関、自主防災組織、婦人防災
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〔RIJYEC（ライジェック）マルチ化について〕
　青少年奉仕統括委員長　奥村氏

RIJYEC＝NPO法人国際ロータリー日本青少年
交換委員会
　法人格があるので、責任賠償保険付保できる
ようになった。各地区の青少年交換プログラム
を34地区合同の多地区合同奉仕活動にしたい。
世界中でも日本だけが多地区ではなかったそう
である。11月ごろマルチ化を完了したいので、
承認依頼書を地区からできるだけ早くクラブに
送付するので、各クラブの承認をいただきたい
とのことです。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
ローターアクト例会について
　8月の2回分例会においては、
アクト会員帰省の為、急遽予定を
変更して申し訳ございませんでし
た。今後とも、是非若者との交流
をお願いしたいと思います。

次回例会について
①9月10日㈯（アクトの日）清掃活動
　長崎国際大学　集合時間9:00（駐輪場）
　　大学周辺の清掃活動
　　雨天時は大学内を計画中
②9月29日㈭
　 長崎国際大学にて19:00開会、19:30点鐘にて

執り行います。
　皆様、是非早めのメークアップと早めのニコ
ニコ入金をお願い申しあげます。

■インターアクト青少年活動委員会
	 委員長　古賀　久貴
　週報に記載しておりますイン
ターアクトクラブ例会は未定です
ので、決まり次第、皆様方には
ご連絡致します。

	 親睦活動委員会　松本　淳也
　「ロータリーの友8月号」（P.28
〜29）に“心は共に 熊本地震”
と題し、全国のロータリアンが
熊本地震の被災者に対して行っ
た様々な支援活動に関する特集

２．大村東RC	 幹事　安永　正昭さん
　事務局員変更のお知らせ（9月1日㈭より）
　旧：竹山　佳子 → 新：古賀　聖子
　
３．佐世保東南RC
　「 クラブ現況と活動計画書･報告書」が届いて

おります。
　
４．（公）米山梅吉記念館
	 理事長　渡邉　脩

ゆうすけ

助さん
　◦「館報」2016年秋号
　◦秋季例祭ご案内
　　日時／平成28年9月24日㈯　14:00
　　場所／米山梅吉記念館 ホール（静岡県）
　◦賛助会ご入会のお願い
　　全国一人100円募金 又は
　　お一人年間 3,000円（一口）会費

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
青少年奉仕統括セミナー報告
　日時／2016年8月27日㈯
　　　　13:00〜16:30
　会場／東彼杵町総合会館大会議室
　

〔基調講演〕
　第2740地区2007-2008年度ガバナー
　危機管理委員会顧問　野口　　清 氏
　「 青少年奉仕 ― 変化　よりよき未来 将来への

準備」

　親睦＝内向きのエネルギー、奉仕＝外向きの
エネルギー。クラブがこの二つを同時に行うこ
とは無理。RIでは親睦はクラブ、奉仕は国際ロ
ータリーという役割分担をした。クラブができ
る範囲の奉仕をやろう、ということであった。
青少年奉仕とは、彼らの生活力を高めるため
に、若い人々に将来への準備をさせることは、
各ロータリアンの責務である。
　青少年保護法の遵守を怠った場合、RI理事会
は、これを怠ったクラブは除名できるので、危
機管理委員会をクラブに作って、マニュアルを
作成しておいて欲しい。事故が起きた場合、各
地区、各クラブで責任を取り、初期始動として
72時間以内に完了させるようにしてほしい。

委員会報告

雑誌の時間
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記事がございました。
　第2720地区･別府RCの皆さんは、自らも直接
的、間接的な被害に遭われているにもかかわら
ず、熊本県下のロータリアンとも協力して、最
も被害が大きかった益城町において、食品衛生
上の課題も解決しながら、温かいラーメンと野
菜スープ400食の炊き出しをされたそうです。
また、第2590地区･神奈川県の川崎中原RCは、
川崎市の武蔵小杉駅改札口前で、会員及び会員
家族に青少年交換学生、米山奨学生を加えた街
頭募金を行い、クラブ会員からの寄付とともに
34万円もの義援金を贈られました。
　他方、第2760地区の地区社会奉仕委員長は、
自ら4tトラックを運転し、愛知から熊本県･肥後
大津まで一昼夜をかけて、紙おむつ、ウェット
ティッシュほか、水が使えない環境下で必要と
された衛生用品や作業服、ブルーシート等、大
量の救援物資を提供されています。
　さらには、第2650地区･福井県の武

た け ふ ふ ち ゅ う

生府中RC
会員のお一人は、自社（垣内産業）で開発した組
立式の段ボール製品430セットをやはり自らト
ラックを運転されて、熊本県御船町まで届けら
れました。こちらの商品は、軽量かつ堅固な段
ボールの特性を活かし、再利用も容易なもの
で、避難所のプライバシーを確保する間仕切
り、簡易トイレ、食卓として、被災者のみなさ
まに大変喜ばれたとのことです。
　これらは、日本全国或いは世界に広がった国
内外のロータリアンによる温かい支援の輪の一
例ですが、いずれの取り組みも、ロータリーク
ラブが掲げる職業奉仕の理念が実践されたと同
時に、災害等の非常時に問われる「自助」「共
助」の精神、友情や仲間との絆、他者に対する
思いやりの心を体現された取り組みにほかなら
ず、一読して深い感銘を受けました。
　私も伝統ある佐世保ロータリークラブの末席を
汚す一員として、さまざまな困難に直面する人々
に対し「いま自分に何ができるか、何をなすべき
か」を考え、主体的に能動的に行動できる人間を
めざしてまいりたいと思います。

	 親睦活動委員会　河原　忠徳
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、大神　邦明さん

　一般社団法人 長崎県発明協会 水野　優様の
卓話に期待してニコニコします。

大神　吉史さん
　実は、去る8月26日12:00に前会員でありまし
た、NTTの岡村さんより強引に「NTT西日本ミ
ュージックサロン」というFM福岡で会社につい
て放送をしていただきました。みなさまにも是非
美声を聴いていただきたかったのですが、いつも
のごとく出張続きでお伝えする事ができませんで
した。収録していただいた方には「他にはない内
容が良かったですよ」とお褒めの言葉をいただき
ました。是非みなさまお聴きください。HP：
fmfukuoka.co.jp

長富　正博さん
　先日、FMラジオから聞き覚えのある声が聞こ
えてきました。大神ジュニアでした。九州ネッ
トワークデビューだそうです。「オヤジの背中」
について語っていましたが、妙にスカシた声が気
持ち悪かったので、ニコニコします。

遠田　公夫さん
「飲み助と下戸の功罪」
　先日、ある会のゴルフ遠征で伊勢･志摩に行き
ました。総理もお見えになるというNEMUカン
トリー倶楽部でのゴルフまでは良かったのです
が、問題は夕食時間。十分なご馳走、ビールで
乾杯までは普通、ところが、G7のパーティに出
された酒に話が及ぶと、そこはそれ、飲んだ勢
いで頼んだのが、純米大吟醸「半蔵」。下戸の方
は、グラスで匂いを嗅ぐ程度、飲み助は、4合瓶
ですから、あっという間に空にしてしまいまし
た。ところが、後で値段を聞いてびっくり、4合
瓶で3万円！当クラブの下戸代表のAさん、Fさ
ん、Kさん、割り勘で済みませんでした。勢い
で注文したMさん共々、深くお詫び致します。
RCの宴会、二次会でも下戸会員がよく参加さ
れ、割り勘にしますが、飲み助の皆様、改め
て、下戸の皆様の寛容なお心に感謝しましょう。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 　7,000 円

 累　　計 239,000 円

◇
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　今回の卓話では、ベネッセコーポレーション等
の最近の事例に基づき、営業秘密に関するさま
ざまなリスクをわかりやすく解説いただいたほ
か、近年の増加傾向を受けて、経済犯としては
最も重い刑事罰が課せられるようになったこと
など、大変興味深いお話を頂戴しました。
　以下、卓話者から頂いたサマリーを掲載します。

①【長崎県知財総合支援窓口の紹介】

　長崎県知財総合支援窓口
　（長崎県発明協会内）
　窓口相談担当　水野　	優	様

　中小企業等の知的財産権（特
許・商標・意匠など）に関わる疑
問、悩みなどに無料で相談できる窓口「長崎県
知財総合支援窓口」を経営者に知って頂くとと
もに、特許権取得等が企業にとって利益率アッ
プに繋がることを紹介。
　専門家（弁理士、弁護士、デザイナー、デザイ
ンコンサルタント、ブランド専門家、中小企業診
断士、海外知財法務専門家など）も無料で相談可
能であり、窓口担当は相談企業へ専門家と同行し
て訪問することも可能であること、支援機関と連
携し協働で連携支援可能であることを紹介。

②【会社のヒミツを守るには】 

　（独）工業所有権情報・研修館
　知的財産戦略アドバイザー
　　　　　　小原　荘平　様

　近年、企業の重要な技術情報
が海外のライバルメーカーに流出する大きな事
件や、電子データの形で保管された顧客名簿が
盗まれ、短時間に多くの名簿業者に拡散してし
まった事件などが起きています。
　このような状況のもと「不正競争防止法」が
改正され、本年1月より施行されています。営業
秘密についてもはや「知らない」「関心がない」
では済まされません。
　企業経営者の集まりである佐世保ロータリー

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

＊9月  例会卓話者予定＊ 

９月14日 観月例会

９月21日 佐世保市教育委員会
 社会教育課　教育文化係
  川内野　篤 様

９月28日 新会員 草津　栄良さん
   （宗教法人 黒髪山大智院　住職）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月　未定　
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／9月10日㈯ 　9:00〜
　　　大学周辺の清掃活動

日時／9月29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。

（今週の担当：松本　淳也）
（カメラ担当：松尾　　貴）

クラブ会員様向けに職場のたいせつな情報を守
るために、実務において重要なポイントを分か
りやすく解説いたします。

------------------------------------------------------------

卓　　話

8月31日（第3,227回）90.91％出席		例会風景		
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