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が、菅沼宏比古さんの号令であっという間に完
成しました。その後、バーベキューの準備にす
ぐに取り掛かりましたが、バーベキューでも、
大神吉史さんと大久保副幹事のお二人が中心と
なって、焼き肉、焼きそば、イカ焼き、スペア
リブ等、バラエティーに富んだメニューで、子
供達に提供できました。特に、焼き芋は、子供
達に大好評でした。この食材や野菜類は、当ク
ラブ会員の下田弥吉さん、木村公康さんのご厚
意で安価にご提供して頂きました。
　また、この事業の実行委員長であった補助金
委員会の坂元 崇副委員長には、司会をはじめ、
最初から最後まで、大車輪の活躍をして頂きま
した。2018年〜2019年度ガバナーエレクト福田
金治さんにも、贈呈式からご出席頂きありがと
うございました。
　松尾慶一さんは、食事の時、料理が出来上が
った事を子供達に大きい声でアナウンスしてく
れました。あの一声で子供達が、一斉に動き出
し、会が大いに盛りあがっていきました。
　長浜陽介さんには、カメラ撮影の担当をして
頂きましたが、子供達が怪我をしないか、心配
されているご様子でした。池田真秀さんも、次
の予定があるのに、開会式に間に合う様に、出
席して頂きました。佐世保RCの次世代を担う若
い人達が、この様な事業に積極的に参加して頂
く事は大変嬉しい事です。牟田真衣奈幹事、
田本新一郎前会長はじめ、長崎国際大学RACの
メンバーは、子供達と一緒になって遊んでくれ
ました。RACの皆さんにも、大変感謝です。
　西海学園IACの女子生徒さん達は、ごはんを
炊いて、それをおにぎりにして、子供達に提供
してくれましたが、台所の楽しそうな雰囲気に
誘われてか、子供達が、入れ代わり立ち代わり
入ってきて、彼女達と楽しそうに話をしていま

	 会長　増本　一也
 「秋深し 隣は 何をする人ぞ」        

（松尾芭蕉）
　そんな深まりゆく秋の一日、
ようこそ、いらっしゃいまし
た、見藤さん。凱旋帰国とでも
申しましょうか、西部ガス㈱佐
世保支店長で、佐世保RCの会員でした貴方に、
㈱マルタイの社長として、本日卓話をして頂き
ます。やはり、お帰りなさいですね。大変、嬉
しく思います。
　さて、RI財団地区補助金事業「児童養護施設
との稲刈り体験等交流〜愛のお米1,000kg 贈呈」
は、10月22日㈯に予定通り終了致しました。
　当日は雨が降り、稲刈りは出来ませんでした
が、官家興さん（元米山奨学生）のご協力で東部
地区コミュニティセンターをお借りして、児童
養護施設（清風園、若竹の家）の子供達約49名と
佐世保RC、長崎国際大学RAC、西海学園IAC、
先生やKTN（報道機関）の皆様、約80名の参加人
数でした。
　お米の贈呈式を始め、バーベキュー形式での
食事会、ローターアクトによる「お米が出来る
まで」のスライドショーやジャンケンゲーム等
をして、楽しく終わりました。
　当日参加して頂いた佐世保RCのメンバーの
方々には、心より感謝申しあげます。そして、
佐世保RCの個々のメンバーの底力には、改めて
感心させられました。特に、その持ち場、持ち場
で、自然にリーダー役が出てきて、誰かが指図
し、全員が協力して、あっという間に仕事が終
わる、その現場対応能力の高さに驚愕しました。
　まず、雨に濡れながらのテント張りでした
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■補助金委員会	 坂元　　崇
　10月22日㈯、児童養護施設へ
の支援の一環として、「児童養護
施設との稲刈り体験等交流〜愛
のお米1,000kg 贈呈」事業を開催
いたしました。生憎の天候で、
稲刈り体験は中止となりました
が、「愛のお米1,000kg 贈呈」の式典を行い、そ
の後バーベキューを行い、また、RACによる
「お米ができるまで」と題したスライド上映か
らレクレーションなどを行い、みんなで楽しく交
流を深めることができました。
　参加者は、若竹の家から25名、清風園から24
名、RACから6名、IACから7名、農業支援者（官
さん）2名、佐世保RCより13名、総勢77名の出席
を頂きました。ご支援、ご協力大変有り難うご
ざいました。また、バーベキュー食材関係を安
く提供いただきました、下田さん、木村さん大
変有り難うございました。子供達大喜びでし
た。感謝を言い尽くせませんが、子供達にとっ
ても、私たちにとりましても、大変有意義な事
業ではなかったかと思います。
　ちなみに、本日11:30〜12:00のKTNニュース
スピークで放送されました。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
長崎国際大学RAC例会のご案内
　10月27日㈭ 19:00〜より、佐
世保プラザスポーツセンターにお
いて、ゴルフ例会を行います。

■資金推進・財団・米山委員会	委員長　芹野　隆英
　溝口尚則会員より、（公財）ロ
ータリー米山記念奨学会、ポリ
オ・プラスへご寄付をいただきま
した。

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
○結婚記念月のお祝い
　井上　斉爾・三穂　さん ご夫妻（1日）
　坂元　　崇・泰江　さん ご夫妻（1日）
　大神　吉史・ひろみさん ご夫妻（1日）
　古賀　　巖・良子　さん ご夫妻（6日）

した。事務局の山田さんにも、彼女達と一緒に
手伝って頂きありがとうございました。
　淵 隆久会長はじめ、IACの男子生徒たち3名
は、先生といつも一緒に、最後の後片付けまで
頑張ってくれました。私達が気づかなかったト
イレ清掃まで丁寧にしてくれ、顧問の林田先生
の日頃のご指導の賜物だと思います。閉会式の
挨拶は、富永雅弘ノミニーにして頂きました。
松尾文隆幹事には、黒子として徹して頂き、私
の不行き届きの点をカバーして頂きました。
　最後に、この様な社会体験奉仕活動及び青少
年健全育成活動を一体化して出来た事は、たい
へん素晴らしかったと考えております。そし
て、今回の事業で、一番良かったのは、子供達
が笑顔で帰って行ったことです。皆さん、あり
がとうございました。
　

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　㈱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）
◯ゲスト
　㈱マルタイ　経営戦略部長 建川　　隆 様 

 幹事　松尾　文隆
１．国際ロータリー日本事務局	経理室
　2016年11月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円です。（参考：10月＝102円）

２．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　 2017年ロータリー国際大会参加およびツアー

について
　　大会開催／米国･ジョージア州アトランタ
　　会期／2017年6月10日〜14日
　◦国際大会登録料
　　　第１期（12月15日締め切り）310US＄
　　　第２期（ 3 月31日締め切り）360US＄
　◦6月5日㈪〜6月12日㈪
　　　お一人様 450,000円（予定）登録料別
　第1次登録締め切り日：平成28年11月30日㈬まで
　詳細は月信11月号をご覧ください。

３．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

委員会報告

例 会 記 録

幹 事 報 告

慶　　　祝
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　西村　一芳・洋子　さん ご夫妻（10日）
　山口　剛史・恵美　さん ご夫妻（11日）
　田中丸善弥・美加　さん ご夫妻（17日）
　有薗　良太・香津美さん ご夫妻（21日）
　佐々木秀也・美智子さん ご夫妻（23日）
　木下　貴夫・伸子　さん ご夫妻（24日）

	 指揮　井手　孝邦

「今日の日はさようなら」合唱
　　　　作詞・作曲：金子  詔一

森山良子さんの1966年（ちょうど
50年前）のヒット曲。1973年には
高等学校1年生の音楽の教科書に掲
載され、2007年に文化庁の日本の
歌百選に選ばれました。

エレクトーン奏者 交代のお知らせ
　吉浦　千晴さん
　　 平成14年2月〜28年10

月まで14年8ヵ月演奏
していただきました。
11月からは、前任の奏
者 大津由紀さん（旧姓 
加賀田さん）が見えます。

	 親睦活動委員会　吉田　英樹
見藤　史朗	様
　久々の佐世保ロータリー卓話に呼んでいただ
き、ありがとうございます。感謝を込めてニコ
ニコします!!

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
坂本　　敏さん、西村　一芳さん
木下　貴夫さん、坂元　　崇さん
松尾　　貴さん、古賀　　巖さん

圡井　弘志さん、米倉洋一郎さん
芹野　隆英さん、池田　真秀さん
納所　佳民さん、遠田　公夫さん
黒木　政純さん、富永　雅弘さん
岡　　英樹さん、石井　正剛さん
中川　知之さん、松尾　慶一さん
福田　金治さん、山口　剛史さん
　元会員 見藤史朗さんの卓話に期待してニコニ
コします。

遠田　公夫さん
　YOSAKOIさせぼ祭り、雨にも負けず、無事
終了致しました。ジャパネットの髙田会長にも
ボランティアで審査委員長をして頂きました。
当クラブの中村会員、古賀会員の頑張りにも拍
手を送ります。私は、昼は観光ガイド、夜はハ
ーバービューやライブハウス、外人バーなどで
VIP接待に専念しました。
　そして、今朝の長崎新聞掲載の通り、今週末
はアルカスSASEBOで第5回文化マンスが開催
されます。人材育成、佐世保文化の魅力発信を
テーマにした総合芸術祭です。不肖、遠田も、2
日間、紙芝居に出演します。是非、ご夫婦、お
孫さん連れでお越しください。

古賀　　巖さん
　おかげ様で約20万人の集客で、10月21日前夜
祭、10月22日・23日の本祭りと、YOSAKOIさせ
ぼ祭りは無事に終了致しました。
　雨にたたられましたが、最終日は何とか雨も
あがりました。多大な協賛もたくさんの方々に
頂き、心より感謝申しあげます。

岡　　英樹さん
　10月21日、6人目の孫が生まれました。初め
ての内孫（女の子）です。すこやかな成長を願っ
てニコニコします。

井上　斉爾さん、坂元　　崇さん
大神　吉史さん、古賀　　巖さん
西村　一芳さん、山口　剛史さん
田中丸善弥さん、佐々木秀也さん
木下　貴夫さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございました。

ニコニコボックス 本日合計 　38,000 円

 累　　計 413,000 円

◇

ニコニコボックス

歌の時間



（4）

『世界に広がるインスタントラーメン』

　㈱マルタイ
　　代表取締役　見藤　史朗	様

　本日のテーマであるインスタン
トラーメンの歴史ですが、1958年
に日本で世界初の量産インスタン
トラーメンである「日清チキンラーメン」が誕生、
翌年にはマルタイ棒ラーメンが発売されました。
その後マルタイでは「お月さん何食ってんのかな
あ」というＣＭの屋台ラーメン、今年で発売40年
になるカップの長崎ちゃんぽん、さらにパリパリ
麺の長崎皿うどんなどを発売してまいりました。
　現在インスタントラーメンは全世界に広がっ
ており、その消費量は2015年には977億食にも達
しています。ちなみに国別のトップは中国で404
億食、日本は55億食です。今やインスタントラ
ーメンは「即席麺」を総称する愛称となってい
ますが、1960年頃にはインスタントコーヒーも
発売されたことにより、「インスタント」は当時
最大の流行語になりました。
　では即席麺の定義ですが、小麦粉などを主原料
とし、食塩やかん水などを加え…（中略）調味料
を添付したもので、「簡便な調理操作で食べられる
もの」とされています。皿うどんに「即席」と記
載されていないのは、野菜などの具材を加えて調
理することが簡便とはいえないとされたからです。
　1950年代末〜60年代はインスタントラーメン
が誕生し、袋麺が全盛となった時代でした。そ
して70年代にはカップラーメンが発売され、イ
ンスタントラーメンはどこでも食べられる、ます
ます便利なものとなりました。さらに2000年代
からは製法にこだわったものや、ご当地シリー
ズなど、特色を生かした商品が各社から次々に
登場しました。そして今では健康志向に合わせ
た商品などの開発も行われ、世界での日本食ブ
ームやラーメンブームの中、輸出や現地生産を
する会社も増えています。
　インスタントラーメンはカップヌードルや当社
の棒ラーメンのようなロングセラー商品が支持
される一方で、これからも色々な新商品が生み
出されていくことと思います。

以上

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

＊11月  例会卓話者予定＊ 

11月 9 日 新会員　伊藤　正和さん
 （日本生命保険相互会社　長崎支社担当支社長）

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＊

11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／11月10日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　
日時／11月24日㈭　19:00（食事）〜
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：山口　剛史）
（カメラ担当：松尾　　貴）

卓　　話 児童養護施設との稲刈り体験等交流
〜愛のお米1,000kg 贈呈〜

10月22日㈯　東部地区コミュニティセンターにて

若竹の家へ贈呈
施設長　峯　真保史様

清風園へ贈呈
園長　川添　聡様


