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て、これから、年次総会、忘年家族会、ク
ラブ協議会、長寿祈願祭、創立記念例会、
ラホヤRC70周年祝賀会、地区大会、8RC親
睦ゴルフ大会と、毎月行事が続きます。
　どうか皆様には、これからもご協力ご参
加の程、宜しくお願い致します。
　ところで、先日、博多駅前で起きた道路
陥没の事故、福岡銀行のオンラインに障害
が発生するなど、経済活動にも大きく影響
を及ぼしています。博多駅前には、企業が
1,324社あるそうですが、その内、博多2丁
目、3丁目に本社を置く企業数は409社で、
その売上高は8,459億円だそうです。（東京商
工リサーチ調査）
　業種別では、受託開発ソフトウェア業が1
位（91社）、2位が経営コンサルタント業（79
社）、3 位が食堂、レストラン業（58社）で
す。規模別で見ると1億円未満が192社

（46.9%）で最多。1億円〜10億円（39.8%）、
10億円〜50億円（6.8%）、100億円以上が11社

（2.6%）と、売上高10億円未満が355社で約9
割を占め、小･零細企業が多い事が分かりま
した。近年、東京での大停電等もあり、自
然災害や人的災害、私達の予測を超える事
故が増えてきている気が致します。
　本日は、西部ガス㈱佐世保支店長 木下貴
夫さんの卓話です。危険物関連のお仕事で
すから、事故への対応は、日頃から出来て
おられる事でしょう。本日の卓話よろしく
お願いします。

以上

	 会長　増本　一也
　昨日は、佐世保市･アルバカ
ーキ市 姉妹都市締結50周年記
念祝賀会が、佐世保玉屋7階文
化ホールで開催されました。
佐世保RCとして、松尾幹事と
二人で出席してきました。アルバカーキ市
は、アメリカ ニューメキシコ州最大の都市
で、人口は90万人程だそうです。今回は、
リチャード･ベリー市長を始め、20名ほどの
市民の方がお見えになりました。
　1966年に経済発展と文化交流を目的とし
て、この姉妹都市の締結が行われました。
その後、青少年の交換等も行われ、現在も
続いている様です。2007年には、佐世保日
本展が開催され、日本文化を伝える貴重な
催しとなった様です。
　本日、新会員研修会並びに懇親会が開催
されます。企画をしていただきました、ロ
ータリー情報･文献記録委員会 石井正剛委員
長、松本英介副委員長、委員会の皆様、あ
りがとうございます。そして、親睦活動委
員会並びに、講師をお務めいただきます遠
田公夫パスト会長、黒木政純クラブ広報委
員長、芹野隆英資金推進･財団･米山委員
長、よろしくお願い致します。RIの手続要
覧も大幅に改定されますので、新会員の皆
さんもその改正点にご注意ください。
　この新会員研修会を始めといたしまし
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会場はレオプラザホテル佐世
保です。
　増本会長のご挨拶でもご紹
介いただきましたが、レオプ
ラザホテルの美味しいお料理
と有薗大委員長が厳選した美味しい日本酒
をご用意して、新会員の皆様との懇親の場
を用意しております。
　今回51名の参加の予定ですが、あと2名様
分の枠がありますので、もし、急に今夜の
予定が空いたという方がおられましたら、
事務局までお申し付けください。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

訃報
　橋詰文雄さんのご尊父 橋詰好衛様がご逝去
されました。謹んでお悔やみ申しあげます。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 下田　弥吉
「戦前のロータリーのことども」

　日本で初めてのロータリー
クラブは、1920年の東京ロー
タリークラブです。初代会長
は米山梅吉さんで、幹事は福
島喜三次さんです。この福島さんは有田の
出身で、一橋大学を出て三井物産に入り、
ダラスロータリークラブの会員でもありまし
た。福島喜三次は日本ロータリーの祖、そ
して米山梅吉は日本ロータリーの父といわ
れています。続いて1922年に大阪、次に神
戸、名古屋、京都、横浜に、また当時日本
の統治下にあった朝鮮、台湾、さらに満州
国にも設立され、昭和15年には48クラブ、
2,000名の会員を数えるに至りました。ちな
みに、満州では満鉄理事の松岡洋右が中心
となって、会員23名の大連クラブが出来ま
した。その松岡は、ご存知のように日本首
席全権として、ジュネーブでの国際連盟総
会で国連脱退の演説をしました。日米関係
は決定的に悪化しています。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

 幹事　松尾　文隆
１．ロータリー米山記念奨学会
　①特別寄付金　米山功労者へ感謝状贈呈
　　溝口　尚則さん 第3回マルチ米山功労者
　　増本　一也さん 第1回米山功労者

　② ★ハイライトよねやま200号★
　　 全文は、ホームページよりご覧ください。
　
　③ 普通寄付金領収書発行につきまして、

個人名でクラブ会費をお支払いの方
は、クラブ事務局へお申し出ください。

■青少年奉仕委員会	 委員長　古賀　　巖
　昨日、11月15日㈫17:00か
ら西海学園にて、インターア
クトクラブ例会に古賀久貴君
と二人で参加してきました。
　熊本震災街頭募金で集めた
お金を、直接、益城町に届けたいので、窓
口を紹介してほしいということです。
　また、12月3日と4日 11:30〜13:00に、四
ヶ町レインボーアーケード、佐世保ロータリ
ークラブの桜の前で、歳末たすけあい募金を
行います。3日はインターアクトのみ、4日
は生徒会数名とインターアクト入会希望者8
名で行います。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
　本日11月16日㈬16時より新会員研修会、
そして18時30分より懇親会を開催します。

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録

その他の報告

ロータリー３分間情報
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　そのような時代の中で、1935年にはポー
ルハリスが来日しています。そして、東京
ロータリー、横浜ロータリー主催の歓迎晩
餐会、翌日は大阪での歓迎会に出席してい
ます。1931年満州事変以来の時代背景の
中、ロータリーの本部がアメリカにあると
いうことで、軍部や官憲からの圧迫が激し
くなってきています。ロータリーはアメリカ
のスパイであるとか、フリーメイソンである
とかの非難が強くなってきました。この
頃、憲兵や特高がしばしば例会に列席を求
め、また例会のスピーチもあらかじめ警察
に届けるといったことが要求されることも
あったということです。
　ドイツ、イタリア、オーストリアのクラブ
が解散し、日本もついに1940年に国際ロー
タリークラブ脱退のやむなきに至りました。
しかし、ロータリークラブの名前こそ外した
ものの、会の名前を「七曜会」と変えて、
従来のロータリークラブと同様に、毎週1回
の例会が開かれました。東京が水曜会、大
阪が金曜会などと名称を変えたわけです。
ロータリーの組織が壊滅したにもかかわら
ず、その活動が継続されたことは驚嘆に値
する事実です。戦前の日本のロータリアン
の心意気が感ぜられることでもあります。
　戦争が終わり、直後の1946年、日本ロー
タリー創始者である米山梅吉と福島喜三次
が相次いでこの世を去りました。翌1947年1
月にはポールハリスが亡くなっています。
1946年、東京水曜倶楽部がGHQを通じて、
国際ロータリー復帰に関する要望書を出し
ております。日本におけるロータリークラブ
が地区として承認されたのは、その3年後の
1949年7月1日のことでした。

	 出席・例会委員会　高畑　和憲
◯永年会員表彰
　佐々木秀也さん（43年）
　安部　直樹さん（38年）

◯出席100％表彰
　富永　雅弘さん（19回）
　西田　勝彦さん（1回）

	 親睦活動委員会　上野　好章
増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、圡井　弘志さん
星　　　裕さん、高畑　和憲さん
草津　栄良さん、大久保利博さん
米倉洋一郎さん、西田　勝彦さん
中村　徳裕さん、古賀　　巖さん
前田　恭宏さん、黒木　政純さん
平尾　幸一さん、石田　謙二さん
大神　吉史さん、廣瀬　章博さん
山口　剛史さん、福田　金治さん
有薗　良太さん
　本日の卓話者、木下貴夫さんの卓話に期
待して。
　
古賀　　巖さん
　いよいよ明日、1ヵ月以上の準備を経て、
きらきらフェスティバルがスタートします。
明日18:00に点灯式がありますので、島瀬公
園にお越しください。今年は雨が続いて大
幅に作業が遅れましたが、何とか間に合い
そうです。
　
佐々木秀也さん、富永　雅弘さん
西田　勝彦さん
　永年会員並びに出席100%表彰ありがとう
ございます。
　
福田　金治さん
　先週の誕生祝いありがとうございました。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 　26,000 円

 累　　計 511,000 円

◇
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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

＊12月  例会卓話者予定＊ 

12月7日 年次総会
 佐世保学園教誨師
 青眼寺住職 水町　宗典 様

12月14日 佐世保コーチングオーガナイゼーション
  光武　哲郎 様

12月21日  新会員　井口　東郎さん
 （佐世保共済病院　院長）

12月28日  指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月6日㈫　17:00〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

日時／12月20日㈫　17:00〜
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／12月8日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／12月21日㈬　19:00〜  クリスマス例会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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：筒井　和彦）

「都市ガス事業と防災の取り組み」

　新会員　木下　貴夫さん
　（西部ガス㈱佐世保支店 支店長）

　都市ガス事業とは、LNG
（液化天然ガス）を原料として
ガスを製造し、供給区域を設
定して一般の需要に応じ、導管よりガスを
供給する事業で、206の事業者によって成り
立っています。
　都市ガス業界における地震・防災対策に
は、これまでにガスの設備に大きな影響を
与えた地震が発生する都度、その経験を踏
まえ、国、業界をあげて防災対策に取り組
んできました。阪神大震災を契機に、都市
ガス業界の震災対策が大きく見直され、今
日の地震・防災対策の基本となっています。
　現在の地震防災対策の大きな柱は、「設備
対策」「緊急対策」「復旧対策」の３つであ
り、地震が発生した場合に、「ガスによる人
身災害を起こさない」、ガスの供給を停止し
た場合に「早期の復旧を実現する」ことを
目標としています。具体的な対策は、耐震
性の高いガス管（PE管）の採用、地震計の設
置、マイコンメーター採用による二次災害
の防止、移動式ガス発生設備による臨時供
給の実施等です。
　４月の熊本地震では、100,884戸を供給停
止するという、当社創業以来、最大の被災
規模となりましたが、1日も早い供給再開を
目指し、当社グループの全社員が高い現場
力を発揮しました。地震発生から15日後の
復旧完了、33日後の通常体制復帰という結
果は、評価されています。
　ガス全面自由化時代を来年度に迎える中、
当社は、今回の経験を糧として、防災・保安
に磨きをかけ、いざという時に頼りになる
事業者であるという「信頼」を武器に競争
を勝ち抜いていく所存です。

以上

卓　　話

11月10日㈭　長崎国際大学RAC例会のようす


