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	 会長　増本　一也
　今年度の例会も残すところ2回
となりました。今週と来週はク
ラブ協議会になっております。
各担当理事の方々には、この１年
間の活動内容についてお話し頂
き、次年度への引き継ぎがスムー
ズにいく様に願っております。
　梅雨入りして、エレクトーン演奏の大津さん
には、雨にちなんだ曲をリクエストしていま
す。そういう訳で、各テーブルにもアメ（飴）を
置かせて頂きました。
　今更ではありますが、松尾文隆幹事、大久保
利博副幹事、円田浩司副会長の三役の方々を何
故選んだのか、今日は、そのお話をさせて頂き
ます。松尾文隆さんと言えば、もう4年前にも
なりますが、石井会長の時の忘年家族会での水
戸黄門の悪代官役を覚えていらっしゃいます
か。あの時の悪代官役の名演技、素晴らしかっ
たです。しかし、あの名演技が良くて、幹事に
抜擢した訳ではありません。その年度、松尾幹
事は、R財団委員長でした。元米山奨学生･官家
興さんの依頼で、佐世保RCとして留学生へお米
の寄贈をする事業を実施致しました。その時、
私は松尾文隆さんの献身的な働きぶりに大変感
心し、感謝も致しました。それで、今回彼に幹事
をお願いしました。期待にたがわず、誠心誠意
務めて頂きまして、人選に間違いなかったと改
めて確信しております。
　大久保利博副幹事は、決してボディーガード
役として抜擢したのではなく、彼の職業人とし
ての見識の深さ、また、彼は大変な情報通でも
ありますので、色んな場面で参考になる意見を
出してくれると思ったからです。佐世保ロータ
リークラブ入会以来、彼の活躍ぶりは、衆目の
一致するところだと思います。

　最後に、円田浩司副会長ですが、私、松尾幹
事、大久保副幹事の3人では、多少、大雑把なと
ころがありますので、多少、緻密な人が必要だと
感じ、円田浩司さんに白羽の矢を立て、お願いし
ました。無事、副会長を引き受けて頂きました
が、結構、厳しかったですね。今でも、覚えてい
るのが、私がいつものダジャレですべると、「これ
から先が思いやられる」の一言。でも、ナイスな突
っ込みでした。また、文章等のいろんなミスも的
確に指摘して頂き、有り難かったです。お陰で佐
世保RCの素晴らしい伝統を守ることが出来まし
た。円田浩司副会長の「私は何もしていませんか
ら、全て会長の実力ですよ。」との言葉を聞くた
びに、私は決して彼の言葉をうのみにしてはいけ
ないと、気を引きしめておりました。ある曲名を思
い浮かべながら…「そんな、ヒロシに騙されて」。
　しかしながら、この１年、3名の方々には、
いろいろ助けられて、今日までやってこられま
した。心よりお礼申しあげます。
　今年度の集大成というべきクラブ協議会、最
後まで、どうぞよろしくお願いします。	 以上
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ご多幸を心から祈念いたしまして、私の退会の
ご挨拶に代えさせていただきます。皆さま、あ
りがとうございました！

	 親睦活動委員会　井口　東郎
　「ロータリーの友」5月号から
私の領域、即ち、医療関連の記事
（２題）に着目し、私見を交えて紹
介致します。
１．ガバナーのページ：
　　田原　栄一ガバナー
　　（第2710地区、広島中央RC）
　田原ガバナーは元広島大学医学部病理学教室の
教授で、日本癌学会の会長を務められたがん領域
の重鎮であります。この地区の信条は「奉仕の中
にこそ幸福（幸せ）と平和がある」だそうで、その
骨格は人類の最大の敵であるがんの予防推進だそ
うです。３年間の地区戦略計画として「がん予防
の普及推進」を掲げて「がん予防推進委員会」を
設置し､がんの予防（禁煙・生活習慣改善と早期
発見・早期治療）と青少年へのがん教育に取り組
んできたそうです。その結果、地区内全クラブに
おける卓話を含むがん予防への取り組み、禁煙成
功者が40％、検診受診者が会員数の52％、青少
年対象の出前講義や公開セミナーの開催、等々と
いった成果があったそうです。
　がん検診は大切で、早期発見・早期治療によっ
て治癒するがんもあり、｢がん＝死｣といった概念
は過去のものとなりつつあります。佐世保RCの
会員には喫煙家が多いように見受けられますが、
ご本人ががんに罹患されるのは自己責任で仕方が
ありませんが、受動喫煙で他人ががんに罹患され
るケースは社会問題です。こういった観点から佐
世保RCでもロータリアンの一人として禁煙運動
を進めてゆく責務があるように思います。
　
２．卓話の泉：ジェネリック医薬品

　医療法人尚寿会の理事長	寶
ほうしゃく

積英彦先生が、
年々増加する医療費の問題を取り上げておら
れ、その削減対策のひとつとしてジェネリック
医薬品の使用を推奨されています。皆様もご存
じのように、医療費の高騰が日本の医療保険財
政の存立を脅かしており、我々も国民の一人と
してこういった問題を真剣に考えねばなりませ
ん。新薬が世に出るまでには開発費として約
1000億円かかり、この経費が薬価に反映されま
すので、これがオブジーボのような高額薬剤の
登場に繋がっています。この開発費を圧縮する
にはどうしたら良いのでしょうか？つい先日の
新聞記事として創薬におけるAIの活用が掲載さ
れていました。京大を中心としたプロジェクト
だそうですが、AIの活用で薬価は今の1/2〜1/3

　　実施場所／鹿子前地区
　　集合場所／各清掃地区

クラブ会報･広報委員会	 委員長　平尾　幸一
　今年度下期のThe	Photograph	 of	
The	Year賞の表彰式は、来週の
予定でしたが、実は松本淳也さ
んが受賞されることに先程決ま
りました。受賞作品は、3月22日
の週報の写真です。松本淳也さ
んが本日退会されるということで、とりあえず
表彰状を読み上げさせていただきます。おめで
とうございます。

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
2016-2017年度 役員交代式記念 囲碁･将棋大会
開催のお知らせ
　本日17:30頃より、ニンジンクラブにおきまし
て、2016-2017年度	役員交代式記念	囲碁･将棋大
会を開催致します。会費は、夕食付で3,500円、
現在、囲碁に4名、将棋に5名の方がエントリーさ
れ、応援団の方も2名予定しています。ハンディ
キャップを設定して対戦できますので、初級者の
方もお楽しみいただけます。飛び入りも大歓迎で
す。皆様のご参加をお待ちしております。

松本　淳也
　明後日、6月23日に開かれます
JR九州の株主総会におきまし
て、取締役事業開発本部副本部
長に就任予定となりましたの
で、退会のご挨拶を申しあげる
次第です。佐世保財界で枢要な地位を占められ
る諸先輩方をはじめ、会員の皆様には公私にわ
たり、大変お世話になり、誠に有り難うござい
ました。わずか3年のロータリアン生活でした
が、皆様から温かく迎え入れていただいたこと
に心から感謝申しあげます。
　とりわけ想い出深いのは、2014年の忘年家族
会において“円田暴れん坊将軍”の下、“下郎”と
“斬られ役”の二役をさせていただき、久々に
若い頃に戻ったようなフレッシュな気持ちにな
れたことでした。このような和気藹々としたメ
ンバーの皆様とご一緒させていただいたこと
は、私の生涯の財です。やりたいことも沢山あ
りましたが、お役に立てず心苦しい限りです。
　伝統と格式ある佐世保ロータリークラブの
益々のご発展、会員の皆様のご健勝、ご家族の
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になるそうです。一刻も早く、薬価を低く抑え
ることで国民の誰もが新薬の恩恵を享受できる
時代になることを願っています。
　　　

	 親睦活動委員会　萩原多恵士
○永年会員表彰
　武井　洋一さん（51年）
○出席100％表彰
　加納洋二郎さん（19回）
　芹野　隆英さん（13回）
　筒井　和彦さん（2回）
　德川　晃尚さん（1回）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
松本　淳也さん
　本日、退会のご挨拶を申しあげることになり
ました。3年間大変お世話になりました。あり
がとうございました！

武井　洋一さん、加納洋二郎さん
芹野　隆英さん、筒井　和彦さん
　永年会員、ならびに出席100％の表彰ありが
とうございます。

◎委員会活動報告
　詳細は、次年度の「クラブ現況、活動計画およ
び報告書」をご覧ください。

■2016年～2017年度　	 会長　増本　一也
　本日は、この一年間の活動報告を私と３つの

委員会（クラブ奉仕・管理運営委員会、Ｒ奉仕プ
ロジェクト委員会、会員増強委員会）が発表させ
て頂きます。
　まずもって、この一年間、皆様には、多くの
ご支援を頂き、誠にありがとうございました。
　ところで、年度当初、私は3つのRI戦略計画
に基づき、クラブとしての運営方針10項目を掲
げました。その戦略計画の1つ目が、「クラブの
サポートと強化」です。その中に、6項目の重点
活動計画を掲げ、実施してきました。
　第1点目が組織運営ですが、昨年同様CLPを
採用致しました。このCLPの特色といえば、委
員会やクラブの長期計画を策定することにあり
ますが、今年度は、それを実現することは出来
ませんでした。今後のクラブあげての課題かと
考えております。
　2点目は、例会運営ですが、SAA、出席例会委
員会、親睦活動委員会、プログラム委員会、ク
ラブ会報・広報委員会の皆さんのチームワークで
メリハリのある例会が実施できました。
　また、いろんな懇親会におきましては、有薗
良太クラブ奉仕委員長、中村徳裕親睦活動委員
長等のアイデア満載の企画が功を奏し、楽しい
懇親会が実施できたと思います。毎回、有薗ク
ラブ奉仕委員長と中村親睦活動委員長が二人で
チョイスしてくる銘酒の数々は、大いに宴会を
盛りあげてくれました。
　3点目が「会員増強」です。目標の80名体制に
は届きませんでしたが、79名まで増え、純増5名
です。80名超えは、次年度に期待致します。
　4点目のインターアクト、ローターアクトの青少
年奉仕活動については、会員数、例会運営、事
業の企画力、いずれもまだ未熟な様に思えま
す。私達のロータリー精神を未来に引き継いで
いく青少年の育成は、佐世保RCとしても究極の
目的ではないでしょうか。特に彼等には、日本
の文化や歴史を理解し、そして日本人としての
誇りを持って、世界に羽ばたいてゆく、そうい
う若者を育てていくことが、私達の使命ではな
いかと考えています。
　5点目のRI定款・細則の変更に伴うクラブ定
款・細則変更は、ロータリー情報・文献記録委員
会、石井正剛委員長を中心に作成致しました。
関係者の皆さん、ありがとうございました。
　6点目、これが、今年度最大のプロジェクトに
なりましたが、2017年4月7日㈮に、姉妹クラブ 	
ラホヤRCの創立70周年式典および祝賀会が開催
され、それに会員、家族15名で出席して参りま
した。前夜祭そして式典祝賀会での2日間の英語
でのスピーチは、大変プレッシャーでした。円田
昭Ｐ会長のご指導を受け、何とか無事終わった
後は、殆ど覚えておりません。会長職には、予
期しない試練があるものだと実感致しました。
しかしながら、31年間続いた姉妹クラブ締結更
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新・ティファナビルド事業への1万ドルの寄付等
も友好的に実施でき、彼等との新たなる姉妹ク
ラブの関係が「RENEW」できたと思います。
同行して頂いた皆さんには、改めてお礼申しあ
げます。特に、全ての段取りをして頂いた国際
奉仕・姉妹クラブ池田真秀委員長には、感謝致し
ます。
　以上が、「クラブサポート強化」に関する今年
度の活動概要です。
　次に、「人道的奉仕の重点化と増加」について
ですが、2つあります。これも、今年度、秀逸の
事業になりました。
　RI財団補助金事業として実施した「児童養護施
設への愛のお米贈呈事業」です。補助金委員会坂
元崇副委員長を中心に、社会奉仕委員会、青少
年奉仕委員会、クラブ会報・広報委員会等の方々
に結集して頂き、委員会の枠を越え結集できた
事業です。また、西海学園高校IAC、長崎国際
大学RACのメンバーにも参加してもらい、いろ
んな意味で大変意義のある事業になったと考え
ています。
　特に、インターアクト、ローターアクトのメンバ
ーにとっても、児童養護施設の子供達と直接触
れ合うことによって、社会奉仕活動の意義を体
感し、彼らの徳育にもなった事業だと感じてい
ます。佐世保RCにとりましても、今後、各委員
会が結集する様な事業に取り組むことは、大変
意義があるように思えます。寄付額について
は、目標額には及びませんでした。
　それから、「公共イメージと認知度の向上」に
ついてですが、当クラブには、㈱長崎新聞社、
長崎文化放送㈱、㈱テレビ長崎の皆さんが居ら
れますので、今年度もいろんな事業を取り上げ
て頂き、佐世保RCのイメージアップに繋がった
と思います。この公共イメージと認知度の向上
につきましては、社会性のある良い事業を企画
することが大事だと考えております。
　最後に、今年度は「佐世保市内8RC親睦ゴルフ
大会」の担当で、米倉洋一郎さんはじめ、関係者
の皆さんありがとうございました。
　以上、本年度活動報告の総括とさせていただ
きます。

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

■クラブ奉仕・管理運営委員会
　　委員長　有薗　良太

◯親睦活動委員会
　（長）中村　徳裕　（副）廣瀬　章博

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

（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：松尾　　貴）

＊7月  例会予定＊
７月５日	 		第5グループ岩崎邦臣ガバナー補佐訪問
	 クラブ協議会

７月12日	 		第2740地区	駒井英基ガバナー公式訪問

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／7月4日(火）定期考査の為、
　　　7月11日㈫　16:30〜　に変更
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／7月13日㈭　19:00（食事）〜
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。

◯出席･例会委員会
　（長）坂本　　敏　（副）西村　一芳
◯プログラム委員会
　（長）圡井　弘志　（副）遠田　公夫

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

■R奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　菅沼宏比古

◯職業奉仕委員会
　（長）松尾　慶一　（副）山下　尚登
◯社会奉仕委員会
　（長）米倉洋一郎　（副）河原　忠徳
◯国際奉仕･姉妹クラブ委員会
　（長）池田　真秀　（副）山口　剛史

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

■会員増強委員会
　　委員長　加納洋二郎

◯会員増強・職業分類委員会
　（長）納所　佳民　（副）吉田　英樹
◯ロータリー情報・文献記録委員会
　（長）石井　正剛　（副）松本　英介


