
（1）

2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
2018～2019年度 R.I.会長 バリー・ラシン （バハマ　イーストナッソーRC）

会　長：古賀　　巖　　　幹　事：大久保　利博
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

　◎公共イメージ委員会
　　委員長　筒井　和彦
　　　　　  P30をご参照ください。

　◎ロータリー財団委員会
　　委員長　黒木　政純
　　　　　  P31をご参照ください。

国際ロータリー第2740地区
第5グループガバナー補佐
　　山㟢　　弘さん（平戸RC）

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ゲスト
　第2740地区　第5グループガバナー補佐
	 山㟢　　弘さん
○ビジター
　平戸RC　会長　	 渡邉　栄二さん
　　　　　		パスト分区代理	 松岡　　武さん
　　　　　		パスト会長　	 吉澤　裕輔さん
　佐世保南RC	 塚原　康人さん

委員会活動計画
　詳細は、「クラブ現況、活動計画および報
告書」をご覧ください。

　◎2018-19年度 
　　会長　古賀　　巖
　　　　　　　P7をご覧ください。

　◎クラブ管理運営委員会
　　委員長　円田　　昭
　　　　　  P24をご参照ください。

　◎奉仕プロジェクト委員会
　　委員長　円田　浩司
　　　　　  P26をご参照ください。

　◎青少年奉仕委員会
　　委員長　松尾　文隆
　　　　　  P27をご参照ください。

　◎会員増強委員会
　　委員長　坂本　　敏
　　　　　  P29をご参照ください。
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山﨑　弘 第5グループガバナー補佐訪問
クラブ協議会

ガバナー補佐講評

例会記録
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たちに評価され、建設省から「有望な人
材」として目を付けられ、建設省職員の先
輩たちから採用試験を受けるようにさんざ
ん口説き落とされた結果、私鉄入社を辞退
して入省することになったそうです。
　1953年4月に入省早々、西海橋の建設拠
点である九州地方建設局･伊ノ浦橋工事事
務所（のち、西海橋工事事務所）に配属さ
れ、所長が、卒論からその技量を見抜いて
実地設計を命じ、長崎県技師3名、製図担
当の大学院生3名が補助に付けられ、7名の
チームで、西海橋の上部躯体構造の設計を
わずか4ヵ月半というスピードで完成させ
たとのことです。
　先週の例会後、西海学園インターアクト
クラブ5名の学生達が、街頭募金で集めた
約16万円を長崎新聞佐世保支社石田さんに
お渡しするのに木下さんと同席しましたの
で、後ほど木下さんにご報告して頂きます。
　さて、本日は国際ロータリークラブ第
2740地区第5グループ山㟢ガバナー補佐公
式訪問例会です。猛暑と、公式訪問で大変
お忙しい中をご訪問頂き、また、今年は特
に我がクラブから輩出しております、福田
ガバナーを日頃から補佐頂き心から感謝申
しあげます。
　地区大会は、現在、地区大会実行委員会
を毎週例会後に開催し、11月の開催に向け
てクラブをあげて準備に取り組んでいると
ころです。今日は、私どものクラブの活動
内容の説明をさせて頂きますので、後ほど
ご指導のほど、よろしくお願い申しあげます。

	 幹事　大久保利博
１．RI日本事務局 クラブ･地区支援室
　		「例会休会」「出席率計算･出席免除」に
ついて補足資料が届いております。

２．RI日本事務局 財団室
　	「財団NEWS　2018年7月号」が届いて
おります。

 会長　古賀　　巖
　酷暑が続いておりますが、
あと2週間程続くそうです。
福田ガバナーも公式訪問が連
日続いておられますので、体
調を崩されないように、また
皆様も熱中症に、くれぐれもご注意の上、
ご自愛ください。
　7月20日に、西海橋を国の登録有形文化
財にするよう、文部科学大臣に答申したそ
うです。新聞などのニュースによります
と、戦災復興事業として1950年に建設が始
まり、1955年に開通しました。総事業費は
5億5千万円、橋幅7.5メートル。アーチの付
け根間の長さ243.7メートルは当時、世界第
3位でありました。橋梁形態を優雅に見せ
るアーチ構造のデザインのほか、建設技術
の高さと、橋で佐世保市と西海市の西彼杵
半島が結ばれ、人や経済の交流が活発にな
った点も評価されたそうです。日本の長大
橋建設の先駆けとして、国内外から高い評
価を受けており、登録されれば、国の登録
有形文化財は、佐世保市で14件目、西海市
では初めてとのことです。当時、陸の孤島
といわれた西彼杵半島が劇的に変わったこ
と、怪獣ラドンに壊されたりしたこと、桜
の名所だったことなどを子どもながらに覚
えています。
　ウィキペディアには、興味深い話があり
ました。橋梁の主構造となる上部躯体設計
を担当した方は「吉田	巖」という名前の方
で、後年、本州四国連絡橋の架橋に携わる
など、日本を代表する橋梁技術者となった
方です。東大工学部卒の吉田さんは、橋梁
技術よりも鉄道に関心があり、卒業前から
私鉄会社への就職が内定していたそうです
が、教授に勧められて卒業論文の課題に
「大村湾口の架橋設計」を選び、無橋脚構
造のアーチ橋梁の高度な応力計算をまとめ
上げたそうです。すると、この卒論は実際
の西海橋建設を進めていた建設省の技術者

幹 事 報 告

会　長　挨　拶
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３．多久RC
 2017-18年度 会長　永石　喜八さん
　	5月26〜27日開催	第39回	RYLA	DVDの
送付について

４．佐世保学園長  竹内　祥泰 様
　	「7月6日開催　意見発表会出席のお礼状」							
が届いております。

インターアクト・青少年活動委員会
 木下　貴夫
　7月25日㈬長崎新聞社にて、
先日実施した西日本豪雨復興
支援活動で集まった募金贈呈
式を行いました。古賀会長、
林田先生同席のもと、西海学
園高等学校インターアクトクラブ会員5名
から思いのこもった募金約16万円を石田支
社長にお渡ししました。この募金は長崎新
聞社を通じて被災地へ送られます。

 朗遊会　坂元　　崇
①入会のご案内
　年会費12,000円となってお
ります。すでに入会されてい
る方は申し込みは不要です。
まだ未入会で、ゴルフをやっ
てみようと思われている方はぜひ、入会をお
願い致します。

②�第1回朗遊会開催のご案内をセルフボッ
クスへ入れております。
　　日程／平成30年8月18日㈯
　　集合時間／11:00
　　場所／佐世保カントリー倶楽部
　　　　　石盛コース
　　出席よろしくお願い致します。

③�第2回朗遊会の案内を次週にセルフボッ
クスへ入れますので、各人へ案内がいっ
ているそうですが、そちらは出さなくて
結構です。10月6日㈯に開催予定です。

 井口　東郎
平成30年度�佐世保共済病院
市民公開講座のご案内
「超高齢化社会を見据えた
呼吸器疾患対策」
　日程／平成30年8月4日㈯　
　時間／14:00〜17:00（開場	13:30）
　会場／佐世保共済病院	8階大講堂
　参加費／無料
　上記講座に是非ご参加ください。

	 親睦活動委員会　福田　金吾
○結婚記念月のお祝い
　萩原多恵士・泰子さん	ご夫妻（15日）
　溝口　尚則・圭子さん	ご夫妻（29日）

 親睦活動委員会　長浜　陽介
第2740地区 第5グループガバナー補佐
山㟢　　弘さん（平戸RC）
　ガバナー補佐として初めて訪問させて頂
きます。今日は渡邉栄二会長、松岡	 武

委員会報告

朗遊会より

その他の報告

慶　　　祝

ニコニコボックス
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：萩原多恵士）
（カメラ担当：安部　雅隆）

パスト分区代理、吉澤裕輔パスト会長と共
に訪問させて頂きました。クラブ協議会
どうぞ宜しくお願い致します。

佐世保南RC　塚原　康人さん
　久しぶりにメークアップさせていただき
ます。古賀会長、松尾副会長、大久保幹事、
廣瀬副幹事、よろしくお願いいたします。

第2740地区 第5グループ　
福田　金治ガバナー、増本　一也 地区幹事
　本日のクラブ協議会、山㟢ガバナー補佐、
渡邉会長、松岡パスト分区代理、吉澤パスト
会長、ありがとうございます。今後共、ガ
バナー事務所へのご支援、ご協力よろしく
お願いします。

古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事、德川　晃尚さん
福田　金吾さん、黒江　章雄さん
　第5グループガバナー補佐	山㟢　弘様の
ご訪問を歓迎してニコニコします。

古賀　　巖 会長
　佐世保南RC	塚原康人さんのご訪問を歓
迎いたします。

岡　　英樹さん
　永年会員表彰ありがとうございました。
いつの間にか40年になりました。

萩原多恵士さん、溝口　尚則さん
　結婚記念月のお祝ありがとうございます。

＊8月  例会卓話者予定＊	

８月８日	 福田金治ガバナー
	 佐世保西RCと合同公式訪問例会

８月15日	 指定休会日

８月22日　新入会員卓話　	 	谷川　辰巳さん
　　（株式会社イーグル警備保障　代表取締役社長）

８月29日　社会医療法人財団	白十字会
	 　　　　　理事長　富永　雅也	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／8月 7日㈫　（夏休みの為）休会
　　　8月21日㈫　（夏休みの為）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
8月〜9月20日　（夏休みの為）休会
＊	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。

 ソングリーダー　黒木　政純

「われは海の子」合唱	 作詞・作曲：未詳

1910年（明治43年）『尋常小学読本唱歌』に掲載された
文部省唱歌で、昭和22年度版からは4番以降の歌詞が
削除された。詞の公募が行われた際、「海の子」と題
した作品が佳作を受賞していることから、北欧文学
者で童話作家の宮原晃一郎の作詞であろうと考えら
れる。

ニコニコボックス	 本日合計	 　18,000 円

	 累　　計	 138,000 円

◇

歌の時間


