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ラブに問いかけている。「ロータリーは地域社会
である。地域社会はロータリーのものである。」
というお話は、大変印象的でした。
　また、地区補助金についても説明があり、佐世
保RCが今年度実施いたします児童養護施設の子
ども達へのお米や稲刈り体験事業も正式に認可
を受けました。	 以上

◯ロータリーソング「四つのテスト」

	 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2016年10月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円です。（参考：9月＝102円）

２．伊万里RC	 幹事　峯　　輝正さん
　例会場変更のお知らせ
　例会場／ホワイトハウス伊万里
　　　　　伊万里市新天町516-11
　　　　　TEL：0955-21-1117
　例会日／毎週水曜日　12:30〜13:30

３．第2740地区	ローターアクト代表
	 　山田晋太朗さん
　2690･2740地区交流会ご案内
　日時／平成28年11月12日㈯・13日㈰
　会場／1日目：家督屋

（佐賀県鹿島市古枝下古枝1651）
　　　　2日目：祐徳稲荷神社

（佐賀県鹿島市古枝乙1855）
　登録料／RC	14,000円（全登録）
　登録締め切り／平成28年9月26日㈪

	 会長　増本　一也
　暑さ寒さも彼岸迄とか申しま
すが、まだ、日中は暑い日が続
きます。残暑厳しき折りですが、
体調管理には十分お気を付けく
ださい。
　本日は、9月最終例会です。
久々の新会員卓話です。RCでの職業分類は、仏
教です。黒髪山大智院（住職）草津栄良さんに、
お話をして頂きます。仏事に関する興味深いお
話が聞けそうです。
　ところで、先日開催されました、第2740地区
の2016-2017年度「社会奉仕セミナー」のご報
告を致します。松尾幹事と私で出席して参りま
した。

■日時／2016年9月24日㈯　13:30〜17:30
　会場／東彼杵町総合会館
■社会奉仕セミナープログラム
　①点鐘･ガバナー挨拶：㟢永　　剛

（2016〜2017年度ガバナー）
　②本年度の社会奉仕目標：帯屋　　徹

（地区社会奉仕委員長）
　③基調講演：岩永　信昭	（パストガバナー）
　　「ロータリー社会奉仕の今日的課題」
　④地区補助金事業について
　（申し込みの注意点と対策･実例＆実績発表）
　⑤総評：駒井　英基

（2017〜2018年度ガバナーエレクト）
　⑥点鐘：㟢永　　剛ガバナー

　岩永パストガバナーの基調講演では、RIの活
動の潮流としては、CLPの導入･人道的支援の
強化･会員増強等、地域社会のニーズに、どの様
に応え、どの様な変化をもたらしたかを、各ク
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■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　芹野　隆英
　長島　正会員より、年次プロ
グラム基金へご寄付をいただき
ました。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
　9月10日（アクトの日）、長崎国際
大学ローターアクトクラブの清掃
活動例会に、古賀	巖大委員長、
仁田原会長をはじめ、アクター9
名、ゲスト小学生2名と参加して
まいりました。清掃活動範囲
は、生徒さんが大学内でよく通る道と、駐車場
を中心に清掃しました。
　拾得物は種々様々ですが、ほとんどがタバコ
の吸殻とペットボトルや空き缶が大半を占め、
他は折れた傘など見慣れた生活用品が“なにげ
に”置かれていました。
　実際に、一般的にありふれているものを見て
も、見る力がなければなかなか気づきにくいこ
とにも、アクターのみなさんは気付かされたの
ではないかと思います。

ローターアクト地区代表公式訪問例会のお知らせ
　日時／平成28年10月13㈭
　次第／19:30〜	食事　　　　　20:00	点鐘
　　　　21:00〜	理事懇談会　　21:30	終了
　地区出席者／地区RA代表　山田晋太朗さん
　　　　　　　直前代表　　 立石　健悟さん
　　　　　　　地区幹事　　 峯　　将洋さん	 他
　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　登録料／2,500円

	 朗遊会幹事　圡井　弘志
第１回 朗遊会成績（2016年9月24日）
　優勝　米倉洋一郎さん
　２位　坂本　　敏さん
　３位　大久保利博さん

４．医療法人	慶友会	西海病院	葬儀委員長･喪主
	 		逸見嘉之介	様
　	故	逸見嘉彦	西海病院理事長（1983〜84年ガバ
ナー）お別れ会弔電のお礼状が届きました。
　(	佐世保RCからは、お香典、お供物、弔電を
お供えいたしました。)

５．海上自衛隊佐世保地方総監	 山下　万喜	様
　自衛隊記念日	記念式典及び祝賀会ご案内
　記念式典期日／平成28年10月28日㈮　
　　　　　　　　16:10〜17:40

（受付15:40〜	佐世保基地業務隊庁舎）
　　　　　場所／海上自衛隊平瀬武道場
　祝賀会　時間／18:00〜19:30		（受付17:30〜）
　　　　　場所／海上自衛隊	平瀬体育館

■幹事　松尾　文隆
国際ロータリー第2740地区
2016-2017年度 社会奉仕セミナー
　日時／2016年9月24日㈯　13:30	開会
　場所／東彼杵町総合会館大会議室

2016-2017地区社会奉仕テーマ
「額に汗する奉仕をしよう」
◦	人がやらないような仕事でも、自らの手で誠
心誠意、額に汗して取り組むことが、この世で
最も意義ある活動です。
◦	公共イメージのアップ（ロータリーのブランド
を高める）
　　	私たちが汗を流し社会奉仕をすることで、
ロータリーの活動を人々に、認知→信頼→
好感→今後に期待をしてもらえるように進
化しましょう。

◦	あなたの時間を使い、額に汗して地域社会の
ニーズを探し、相手に喜ばれる奉仕をしまし
ょう。

2016-2017 地区社会奉仕委員会活動方針
　１.「震災とロータリー」震災支援の継続
　２.		地区補助金を活用した社会奉仕事業の拡大
　３.			クラブや個人で取り組める「額に汗する奉

仕」の実践
　４.			各クラブの特徴や地域性を生かしたプログ

ラムの実践
　５.「	児童虐待防止推進月間」広報拡大への取

り組み

委員会報告

朗遊会より

	順位	 氏　名	 OUT	 IN	 GROSS	 HDCP	 NET

	 1	 米倉洋一郎	 41	 41	 82	 9.6	 72.4

	 2	 坂本　　敏	 36	 43	 79	 6.0	 73.0

	 3	 大久保利博	 43	 47	 90	 16.8	 73.2
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第２回 朗遊会ご案内
　日時／2016年10月8日㈯
　場所／佐世保カントリー倶楽部
※	ソロプチミストチャリティーゴルフ大会と同時
開催となります。
　	佐世保ロータリーにて、アウト9:51（第1組）か
ら５組予定しています。

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
◯結婚記念月のお祝い
　河原　忠徳・綾香　さん	ご夫妻（3日）
　下田　弥吉・律子　さん	ご夫妻（7日）
　納所　佳民・季代子さん	ご夫妻（12日）
　中村　徳裕・真理子さん	ご夫妻（15日）
　池田　真秀・妙子　さん	ご夫妻（18日）
　古賀　淳二・加奈子さん	ご夫妻（20日）
　伊藤　正和・明美　さん	ご夫妻（24日）
　黒木　政純・結花　さん	ご夫妻（28日）

	 親睦活動委員会　前田　恭宏
【9月21日分】
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
遠田　公夫さん、田中丸善保さん
　川内野　篤さん、本日は卓話を頂きありがと
うございます。

松尾　文隆幹事、米倉洋一郎さん
圡井　弘志さん、坂本　　敏さん
大久保利博さん、木村　公康さん
　遠田公夫さんの佐世保カントリー倶楽部グラ
ンドシニア選手権、予選通過おめでとうござい
ます。決勝頑張ってください。

中島　祥一さん、星　　　裕さん
川口　博樹さん、古賀　久貴さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありがと
うございます。

米倉洋一郎さん、田中丸善保さん
古賀　淳二さん
　誕生祝いありがとうございました。

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

【9月28日分】
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、坂元　　崇さん
西村　一芳さん、坂本　　敏さん
木下　貴夫さん、星　　　裕さん
前田　恭宏さん、廣瀬　章博さん
高畑　和憲さん、米倉洋一郎さん
納所　佳民さん、吉田　英樹さん
西田　勝彦さん、円田　浩司さん
長島　　正さん、佐々木秀也さん
森　　信正さん、山縣　義道さん
富永　雅弘さん、古賀　　巖さん
黒木　正純さん、伊藤　正和さん
石井　正剛さん、池田　真秀さん
芹野　隆英さん、石田　謙二さん
梅村　良輔さん、有薗　良太さん
中村　徳裕さん
　新会員	草津栄良さんの卓話に期待してニコニ
コします。

田中丸善弥さん
　皆さん今日は。ロータリー例会3回休ませて頂
きました。9月に入って先日までアメリカを旅行
して来ました。ニューヨーク、ワシントン、ミネ
アポリス、そしてカナダのビクトリア、そしてシ
アトルから帰国しました。
　ワシントンDCでは、前の名誉会員ロックさん
ご夫婦ともお会いしました。今ワシントンDCの
制服組で2番のリア･アドミラル（少将）になって
おられました。佐世保RCメンバーの皆さんへく
れぐれもよろしくとのことでした。

坂本　　敏さん、大久保利博さん
　9月24日㈯の朗遊会にて入賞しました。

米倉洋一郎さん
　9月24日(土)の朗遊会にて優勝しましたのでニ
コニコします。久しぶりの優勝でした。一緒に
まわっていただいた高畑さん、吉田さんに感謝
して。

慶　　　祝

ニコニコボックス
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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

＊10月  例会卓話者予定＊	

10月12日	 第2740地区	米山奨学生
	 シン　シイツ（女）さん
	 （国：中国　学校：活水女子大学）

10月19日	 梅ヶ枝酒造株式会社
	 代表取締役社長	 長野　哲也	様

10月26日	 ㈱マルタイ
	 代表取締役	 見藤　史朗	様

（平成23年5月〜平成26年3月	元会員）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

10月未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月6日㈭（8月10日㈭分の変更）
　　　19:00〜	食事開始
会場／長崎国際大学	食堂

日時／10月13日㈭
　　　19:30〜	食事開始
　　　20:00〜	公式訪問例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／10月27日㈭	
　　　19:00〜	集合予定　ゴルフについて
会場／パラダイスガーデン（予定）

＊	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：田中　信孝）
（カメラ担当：西村　一芳）

池田　真秀さん、納所　佳民さん
中村　徳裕さん、伊藤　正和さん
黒木　正純さん、古賀　淳二さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

	 指揮　井手　孝邦

「故郷の空」合唱

　　作詞：大和田建樹
　　スコットランド民謡

　	スコットランド民謡のメロディに
大和田建樹の詞を乗せた唱歌で
ある。1888年（明治21年）に、大和田建樹と奥好義の
編による唱歌集『明治唱歌	第一集』中の１篇として
発表された。

『仏事あれこれ』

　会員　草津　栄良さん
　　（黒髪山大智院　院家）

１．葬儀と告別式の違い
２．戒名とは
３．何々葬 〜家族葬・直葬・密葬など
４．六曜の本来の意味
５．忌明けは喪が明けることとは違う
６．仏壇に魂を入れてください
７．仏前の座布団
８． 忌中の仏壇は扉を締め、神棚は隠す？

（	上記項目内容につきましては、配布資料をご覧
ください。）

卓　　話

歌の時間

ニコニコボックス	 9月21日合計	 17,000円
	 9月28日合計	 43,000円
	 累　　計	 318,000円

◇

　日本は大陸文化や欧米文化を吸収し、日本独
自の文化を築いてきました。他国では宗教によ
る戦争が勃発する中で、日本に宗教戦争はあり
ません。ある意味全てを受け入れ、うまく融合さ
せることができたからです。ただし、ある面一貫
性がないことも事実であり、多くの迷信に惑わさ
れてしまうのも日本特有であると思います。
　仏事ごとでわからないことがあれば、菩提寺住
職様にお聞きするのが一番良いかと思います。

以上


