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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
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Club of Sasebo

不二家の登録商標です。納得できるものもありま
す。「福沢諭吉」は慶應義塾、「元気はつらつ」は
大塚製薬、「牛」は牛乳石鹸、「鳥人間」は読売テ
レビの登録商標です。普通に使っている言葉も登
録されています。「色えんぴつ」は阪急阪神百貨
店、「セロテープ」はニチバン、「宅急便」はヤマ
トホールディングスの登録商標です。ダジャレを
商標登録したものもあります。「鬼にチョコ棒」は
生活協同組合、「いきあたりバッテリー」はパナ
ソニック、「うちのカニさん」はいちごホールディ
ングスの登録商標です。RIでもロータリーのマー
クや用語を商標として管理しています。
　皆さんの企業でも「商標登録」が有効な商品や
サービスがあるかもしれません。一度検討されて
みては如何でしょうか。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　NPO法人 九州プロレス
 理事長　筑前りょう太 様
◯ビジター
　福岡城西RC 金谷　明克さん
◯例会風景

	 幹事　坂元　　崇
１．台南ロータリークラブ
　　季刊 冊子　2017〜2018年冬季号

	 会長　富永　雅弘
　先週は「ゴールデンウイーク」の
話をしましたが、この「ゴールデ
ンウイーク」という言葉は損保ジ
ャパンと寶ホールディングスで

「商標登録」がなされています。
「商標」とは商品の購入や役務の
提供を受けようとする消費者が、その商品や役務
の提供者を認識識別可能とするために使用される
標識のことで、「商標」を付けることで他社の商
品や役務と区別できるようにするものです。
　この「商標」を登録することで商品や役務の
「ブランド」を確立することが可能になり、その
分類内での独占的な使用が認められます。日本
やヨーロッパでは「商標登録」はより早く出願し
た者に与えられますが、アメリカなどの国では
先に使用していた実績が判断基準となります。
また、登録の効力はその国内に限られており、
海外で有効な登録を行うためには「国際出願」を
する必要があります。
　「商標登録」に必要な費用は出願費用・登録費
用・電子化費用として1件あたり最低で合計約5
万円が必要となります。登録に際しては「特許
庁」の審査を受ける必要があり、「自己の商品と
他人の商品を区別することができないもの」「公
益に反する商標」「他人の商標と紛らわしい商
標」は登録することができません。「商標登録」
は登録された分類の中でのみ有効で、「ゴールデ
ンウイーク」の商標は損保ジャパンの第36分類

「金融・保険及び不動産取引」及び寶ホールディン
グスの第33分類「ビールを除くアルコール飲料」
以外の分野では商標に使うことができます。
　実際に登録されている商標には意外なものもあ
ります。「女子高生」は伊藤ハム、「ボランティア」
はキャノン、「体育会系」は資生堂、「お年玉」は
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はメークアップという理由での参加だけでな
く、積極的に例会に出席いただいてRACのメン
バーとの交流を深めていただけたらと思いま
す。彼らは社会人の大先輩である皆様との会話
を非常に楽しみに待っておりますので、是非ご
協力をよろしくお願いします。
　5月24日㈭開催予定の例会についてですが、
7月7日㈯ に長崎国際大学で開催される子ども食
堂の参加ということで開催日がスライドしま
す。お間違えのないようにお願いします。

■インターアクト委員会	 委員長　有薗　良太
インターアクト定例会報告
◦社会奉仕活動報告（金崎　蘭）
　佐世保地区のゴミ収集規則変
更に伴い、校内ペットボトルラベ
ルはがし、キャップはずし、本
体分別廃棄を行いました。まだ
少し、分別されていないモノもあるようなの
で、ポスター等をつくり呼びかけたいと思いま
す。また、ペットボトルキャップを集めてワクチ
ン交換、空き缶のリングプルを集めて車椅子交
換のボランティア活動を同時に進めていきます。

◦社会奉仕活動報告（平野　壮汰）
　7月の老人ホーム訪問のため、男子部員の出し
物（けん玉）の練習を継続しています。

◦社会奉仕（浦野　帆香）
　女子部員も兼部のバスケ部員と出し物を検討
中です。

■資金推進・財団・米山委員会
　　　委員長　菅沼宏比古
　梅村良輔会員より、ポリオ・
プラスへご寄付をいただきま
した。

■クラブ会報･広報委員会	 委員長　筒井　和彦
　先週 5月12日㈯、長崎国際大
学で行われたI M（インターシティ･
ミーティング）に行って参りまし
た。参加者は11クラブ･総勢54
名で、佐世保ロータリーからは
福田金治ガバナーエレクト、富永
雅弘会長、坂元　崇幹事の他、8名での参加とな
りました。
　当日は、駒井英基ガバナーによる「ロータリー
の魅力とは」という基調講演の後、各クラブの
参加者が互いに入り混じる形でのグループディ
スカッションが行われました。

２．第5グループ	ガバナー補佐	岩崎　邦臣さん
　　第6グループ	ガバナー補佐	前田　和隆さん
　　ホストクラブ　佐世保西RC
	 	会長	吉武　直亮さん
	 実行委員長	田中　省二さん
　　ホストクラブ　佐世保東RC
	 	会長	鶴㟢　幸一さん
　 第５･６グループのインターシティ･ミーティング

お礼状

３．平戸RC	次年度会長	 池田　直彦さん
　2018-19年度 第5グループ会長幹事会ご案内
　　日時／2018年6月20日㈬　18:30〜
　　会場／サムソンホテル 平戸市

■ロータリー奉仕プロジェクト委員会
	 委員長　大神　吉史
①「職場訪問」のご案内
　本日は「職場訪問」です。18名
の参加予定ですが、まだ多数の
お席が空いております。
　 14:00 石井海陸興業㈱前発 →

旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念
館、セイルタワー → 米海軍基地前（車窓にて）
→ SSK、赤レンガ倉庫群、第4ドック → 展海峰
→ 16:00 佐世保バスセンター帰着予定

（当日の写真は4頁に掲載）

②「市民大清掃」のご案内
　日時／2018年6月3日㈰　
　場所／8:50 噴水広場集合
　空き缶回収を行います。皆様にはのちほど出
欠の連絡をいただきたいと思います。宜しくお
願い申しあげます。

■ローターアクト委員会	 安福　竜介
　5月10日㈭、長崎国際大学
RAC例会に、草津次年度RA委員
長、今年度RA委員会より河原さ
ん、赤木さん、安福の4名で出席
しました。急遽、例会の内容を
変更し、今後のスケジュール確
認とキム会長の考える例会のあり方等について
話し合ってきました。
　彼らが一番悩んでいたのは、学生だけの手作
りの例会では、特に新会員に対して会費に見合
うだけの内容の提供に限界があるということで
した。今後、ロータリアンの皆様にも彼らの進
路に対して特に興味のある職種の方に卓話のご
依頼をさせていただくかもしれませんが、まず
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　最後の全体総評では「ロータリアンと言えど、
他のクラブの方と議論を行うチャンスは案外少
ない」というお話がありましたが、今回はその
良い機会となりました。
　また、他のクラ
ブの運営状況につ
いても具体的なお
話を伺うことがで
き、有意義なミー
ティングでありま
した。

■親睦活動委員会	 椎山　　昇
　先般5月12日㈯に長崎国際大学
にてインターシティ･ミーティング
が開催され、参加させていただ
きました。
　今回は「新入会員にとって魅
力あるロータリーとは」という
ことで、駒井ガバナーからの基調講演やグルー
プディスカッションがございました。基調講演で
はロータリーの目的について、ディスカッション
ではそれぞれが思うロータリーの魅力について
共有を致しました。特に奉仕について理解を深
めることができました。職業奉仕や社会奉仕の
あり方、親睦を深め奉仕の機会とするというこ
となど、改めて奉仕ということに気づかされた
ことが多くありましたが、まだまだ理解できて
いないことも多くあると感じさせられました。
　更に奉仕に対する理解を深める為にもこれから
もロータリー活動を積極的に行い、仕事にも社会
にも奉仕貢献できるよう成長できればと思いま
す。今後ともご指導の程宜しくお願い致します。
　
■クラブ広報委員会	 委員長　吉田　英樹
　先日インターシティ･ミーティ
ングに参加してきました。何人
と共通点を 2 つ見つけることが
できるかというゲームがあり、
表彰を受けました。

■2018-2019年度地区大会実行委員長	 橘髙　克和 
　第2740地区2018-19年度地区
大会は11月16日㈮・17日㈯開催
と決まっておりますが、いよい
よその準備が本格化します。 
　既に実行委員会の組織図を作
成しご案内しておりますが、第1
回目の委員長・副委員長会を5月23日の例会終了
後に開催致します。 地区大会は福田ガバナーエ

レクトの集大成の一つといえるものであり、新
しい感覚で楽しい催しをやっていきたいと考え
ております。
　富永会長、古賀次期会長をはじめ皆様には大
変お世話になりますが、ご協力よろしくお願い
申しあげます。  

	 親睦活動委員会　中嶋　　徹
○今月の誕生祝い
　高畑　和憲さん（3日）、 長浜　陽介さん（4日）
　安部　直樹さん（19日）、加納洋二郎さん（24日）

	 親睦活動委員会　廣瀬　章博
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、福田　金吾さん
福田　金治さん、増本　一也さん
橘髙　克和さん、赤木　征二さん
安部　直樹さん
　NPO法人九州プロレス理事長 筑前りょう太様
の卓話に期待してニコニコします。

福田　金治さん、福田　金吾さん
　福岡城西RC 金谷明克さんを宜しくお願いし
ます。（当社が福岡にもっているタクシー会社の
責任者をしていただいております）

大神　吉史さん
　本日は待ちに待ち続けた「職場訪問」です。
川口委員長のすばらしき引率に期待します。
　皆様、ご参加宜しくお願いします。

高畑　和憲さん、安部　直樹さん
加納洋二郎さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス 本日合計 　16,000 円

 累　　計 1,058,000 円

◇

ニコニコボックス

慶　　　祝

次 年 度 報 告
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

全員でスクワット
（今週の担当：筒井　和彦）
（カメラ担当：中川　知之）

『佐世保から九州ば元気にするバイ！』

 　NPO法人 九州プロレス
　　理事長　筑前りょう太	様

　2008年に生まれ故郷の九州に
「九州プロレス」という会社を設
立しました。法人形態はNPO法
人であり、これは私達が何のために闘う集団な
のかを明確に訴えたかったからです。私達の目
的は「九州ば元気にするバイ！」。プロレスとい
う道具を通して、高齢者から幼児まで世代・性
別・境遇を問わず多くの方に元気を届けていき
たいと思っています。
　選手は、試合や練習、取材などの仕事の空い
た時間に施設を訪問して回ります。それは高齢
者デイケア施設であったり、障がい者施設だっ
たり、保育園だったりします。高齢者が、子供
たちが思いのほか喜んでくれ、2008年に創業し
た年は3つの施設に元気を届けましたが、それ
から「うちにも」「こっちにも」と引き合いが増
え、昨年2017年は九州7県で276施設に元気をお
届けする事が出来ました。全て無料で出来るの
は、この活動を支えてくれる地場の企業の皆様
達のおかげです。だから、本当のヒーローは私
達プロレスラーではないのです。ヒーローは、
“地域を元気にしたい”と願う地域で働く方々
です。また施設訪問活動と合わせ、中高生の不
登校児に対して、毎週金曜日に道場でプロレス
授業を行っています。みんな、クールにはふる
まっていますが、内心自分をどうにかしたいと
真剣に悩み苦しんでいます。「ゆとり」であろう
が「さとり」であろうが、人は人。どんな人間だ
って、何かに没頭し燃える人生を生きる事を望
んでいる、と彼らは姿を通して教えてくれます。
　そんな活動を行いながら、今年、無事に創業
10年を迎えます。これからも、九州ば元気にす
るバイ！ 以上

＊5〜6月  例会卓話者予定＊ 

５月30日 会員卓話 溝口　尚則 様

６月６日 映画「こはく」実行委員会
 　　　　　　監督 横尾　初

は つ き

喜 様
  （佐世保市出身）
６月13日　佐世保市少年科学館
 星きらり館長 堤　　祐子 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／５月29日㈫　15:10〜

６月５日㈫　15:10〜
　　　　※ 両日とも高総体前の短縮授業の為、定例会

開始時間が早まります。

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／６月14日㈭　18:30（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／６月28日㈭　18:30（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。

卓　　話
職場訪問　2018年5月16日㈬　14:00〜

250tジャイアント・
カンチレバー・クレーン

赤レンガ倉庫群

展海峰にて


