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　本日行いました、第4回理事会の報告です。
１�．RI財団補助金事業について
　�日時及び参加者の人数確認、移動手段、予
算、事業プランの確認等を行いました。今一
度、皆さんのご参加、ご協力をお願いします。

２．新会員研修会・歓迎懇親会
　�11月16日㈬�レオプラザホテル佐世保におい
て新会員研修会・歓迎懇親会を行います。
スケジュール、講師及び懇親会について、
原案通り承認いたしました。

３．観月例会収支報告について
　予算案通りで承認いたしました。

４��．11月例会プログラムについて
　�11月の例会プログラムについて、予定通り
承認されました。

５．第５回理事会
　2016年11月2日㈬　11:00～�
以上、ご報告と致します。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」

	 幹事　松尾　文隆
１．ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　R財団委員長	 西川　義文さん
　2016-17年度�地区補助金決定通知書
　�プロジェクト名：児童養護施設との稲刈り
体験等交流（愛のお米1,000kg贈呈事業）
　補助金額�2,157米ドル　220,014円

	 会長　増本　一也
　皆さん、こんにちは。10月
は「経済と地域社会発展月間
／米山月間」の強化月間です。
10月22日㈯に実施するRI財団
地区補助金事業「愛のお米贈
呈事業（児童養護施設との稲刈
り体験等交流）」は、児童養護施設へのお米
1,000kgの寄贈と共に養護施設の子供たちに
は、長崎国際大学ローターアクトクラブや西
海学園インターアクトクラブの学生達と一緒
に、稲刈りやバーベキュー等の社会体験を
通じて、将来の地域社会発展に繋がる様な
青少年育成事業にできれば幸いです。
　また、先週、9月29日㈭は、崎永ガバナ
ー・小林地区幹事をお迎えして、佐世保ハ
ウステンボスRCの主催で、RCガバナー公式
訪問歓迎会が開催されました。この歓迎会
には、佐世保市内8RC会長・幹事の他、第
5・第6ガバナー補佐、そして各クラブの会
長エレクトも参加されました。当然、当ク
ラブからは、富永雅弘さんにもご出席頂き
ました。お疲れ様でした。
　また、2日後、10月1日㈯には、第2740地
区のインターアクト前期指導者研修会があ
り、廣瀬章博さんと一緒に出席してまいり
ました。その内容につきましては、後程、
委員会報告で発表して頂きます。出席の学
校も22校中、6校と少なく、開催時期の問題
や研修テーマ･運営面等、多少疑問が残る内
容でした。
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据え自ら入会した生徒さんもいらっしゃい
ました。
　会員増強、活性化についてのテーマで
は、WEBサイトやSNSを使った効果的なア
ピールを心がけるという意見が多かったの
ですが、中には顧問の先生から毎年同じテ
ーマで議論しているので、学校単位ではな
くエリア単位の活動にしてはどうかとか、
インターアクト設立趣旨に則り、ボランティ
アだけではなく、社会適応能力を高める活
動や海外の方の知り合いを増やす、とにか
く自ら楽しい活動を行うなど、抜本的な改
革が必要なのではないか、などの意見があ
り、活発な議論がございました。
　私は初めての参加でしたが、せっかく活
動を行っていらっしゃる方々が自信を持っ
て活動に邁進できるような仕組みづくり、
環境づくりを行うことが必要なのではない
かと感じました。
　なお、佐世保北RCから藤井会長と宮崎幹
事がお見えでしたが、本年度から来年度に
かけて、佐世保工業高等専門学校にインタ
ーアクトクラブ設立を目指し、同校からも教
師1名、生徒1名がオブザーバーとして参加
していらっしゃいました。

２．長崎県共同募金会佐世保市支会		
	 支会長　朝長　則男	様
　共同募金運動への協力について（お願い）

３．一般財団法人　比国育英会バギオ基金
	 	会長　坂本　俊雄	様
　�第38回バギオ訪問交流の旅�募集要項及び
参加申込書
　　訪問日：2017年2月10日㈮～13日㈪

■ローターアクト委員会	 廣瀬　章博

国際ロータリー第2740地区
2016-2017年度インターアクト
前期指導者研修会報告

　10月1日㈯13時より、2016-
2017年度インターアクト前期
指導者研修会に、増本会長と2名で参加い
たしました。
　内容は2部構成となっており、まずインタ
ーアクトクラブ活動報告、次にグループディ
スカッションという内容でした。
　活動報告では各高校のインターアクトクラ
ブに所属する生徒からの活動報告があり、
ボランティアを中心として熱心に活動され
ている様子が伝わって参りました。資料を
拝見しますと、毎月何らかのボランティア
活動を行っている高校もありました。
　次に、インターアクトクラブ部員の減少と
いう背景をもとに「インターアクトクラブに
入ったきっかけ」「会員の増強、また、活性
化するにはどうしたら良いか」というテー
マに沿って、2班に分かれグループディスカ
ッションが行われました。議事進行はイン
ターアクトクラブの高校生が行い、顧問の先
生方とロータリアンがオブザーブする形で進
められました。
　入会したきっかけというテーマでは、「顧
問の先生や先輩から声をかけられて」とい
う回答が多かったのですが、中には「ボラ
ンティアに興味があってです」とか、将来
福祉の職業に就きたいからと就職までを見

委員会報告
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は11日です。
　よくよく考えてみると…商品が届いたの
は10月1日であり、「結婚記念日」でした。
　わざわざ父親のところに「結婚記念日の
お祝い」を送っていただきまして、誠にあ
りがとうございました。感謝申しあげます。
（11日は自宅に送って頂きますようお願い
申しあげます）という気持ちを込めてニコ
ニコします。

中村　徳裕さん
　大変恐縮ですが、一日警察署長を拝命す
ることになりました。
　佐世保地区防犯協会の方、佐世保警察署
の方から、佐世保は人の良い人、オープン
な性格の方ばかりおられる為か、振り込め
詐欺の被害に遭う方が特別に多いというお
話を聞き、お年寄りや佐世保の方々にだま
されないでほしいという願いを込めて、
「だまされないで」という曲を作りまし
た。その曲を警察の方々に聴いていただい
たところ、今年、卓話に来ていただいた森
田署長が大変喜んでくださり、来る10月10日
（祝日・月曜日）の14時から、島瀬公園で行わ
れる防犯イベントで、一日警察署長をしな
がら、演奏することになりました。という
ことでニコニコします。

『証券取引所の場立ちについて』

　新会員　前田　恭宏さん
　（いちよし証券㈱　佐世保支店長）

　昭和60年、証券会社に入社
し株式部市場課に配属になり、証券取引所
で場立ちを経験させて頂きました。現在
は、コンピュータ化され、ご家庭のパソコ

ニコニコボックス� 本日合計�　24,000 円

� 累　　計� 342,000 円

◇

■ローターアクト委員会
	 委員長　大神　吉史
　9月29日㈭、第145回例会を
長崎国際大学にて行いまし
た。例会には、古賀�巖大委員
長をはじめ、松尾�貴副委員
長、坂元�崇委員、廣瀬章博委
員に参加いただき、女子大生とおじさん連
中の楽しい例会となりました。
　メインテーマは繁盛さんの出身地である
鹿児島についての話であり、地元の産地に
ついて、かなり時間をかけて調べあげてク
イズ形式を取り入れ、楽しく例会が成立で
きているのを確認できました。是非とも、
多くのロータリアンに参加いただきたいと
思います。

	 親睦活動委員会　委員長　中村　徳裕

増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、西村　一芳さん
廣瀬　章博さん、草津　栄良さん
木下　貴夫さん、西田　勝彦さん
坂本　　敏さん、黒木　政純さん
長浜　陽介さん、中村　徳裕さん
米倉洋一郎さん、山口　剛史さん
石田　謙二さん、大神　邦明さん
有薗　良太さん、吉田　英樹さん
梅村　良輔さん、髙瀨　宏滋さん
　新会員�前田恭宏さんの卓話に期待して、
ニコニコします。

松尾　慶一さん
　今年もまたグッドデザイン賞を頂くこと
となりました。56年前から今回で132回目の
受賞です。これからも皆様に愛される食器
づくりを続けてまいります。

大神　吉史さん
　突然に父親から「君の誕生日の品が大岳
台に届いている」とメールが入りましたが
…�僕の誕生日は確かに今月ですが、正式に

ニコニコボックス

卓　　話
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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

＊10〜11月  例会卓話者予定＊�

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）

11月2日� 会員　山下　尚登さん
� （山下医科器械株式会社　代表取締役）

11月9日� 調整中

11月16日� 新会員　木下　貴夫さん
� （西部ガス株式会社　佐世保支店長）

11月23日� 祝日休会日

11月30日� �食支援ネットワーク・長崎嚥下
� リハビリテーション研究会会長
� 山部歯科医院院長� 山部　一実�様

＊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／佐世保プラザスポーツセンター（日宇町）

＊�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：松尾　　貴）
（カメラ担当：西村　一芳）

ンを使い簡単に株式の売買が出来ますが、
その当時は人により証券取引所内で売買が
行われておりました。

　

　当時、東証第一部銘柄は約1,300社ほど上
場企業があり、全ての銘柄を手振り（サイ
ン）で覚えました。実際に株式の売買を目で
見て、大変いい勉強になり、その後の証券
会社での仕事で非常に役に立ちました。
　現在はシステム売買であり、昔のように
株式は人が育てるといったものがなくなり
寂しさを感じてしまいます。また、当時は
バブル経済の始まりであり、日本中が活気
あふれておりました。手振り（サイン）は今
はなくなりましたが、話題としてお客様と
お喋りしたり、非常に役立っております。

以上

売買処理を担当する「場立ち」が活躍していたころの取引所

旧大阪証券取引所東京証券取引所

10月の強化月間
「経済と地域社会発展月間／米山月間」


