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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
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

　平成4年　1992年　会長　加納　信夫
　平成5年　1993年　会長　田中丸善保
　平成6年　1994年　会長　辻田　　徹
　平成7年　1995年　会長　山下　　登
　平成8年　1996年　会長　辻　　昌宏
　平成9年　1997年　会長　武井　洋一
　平成10年 1998年　会長　池田　　豊
　平成11年 1999年　会長　岡　　英樹
　平成12年 2000年　会長　安部　直樹
　平成13年 2001年　会長　中村　克介
　　　　　 50周年記念式典（九十九島観光ホテル）
　　　　　 武井ガバナー　年次大会
　　　　　　　　　　　　 （ハウステンボス）
　平成14年 2002年　会長　江口　才二
　平成15年 2003年　会長　福田　金治
　平成16年 2004年　会長　立石　徳雄
　　　　　 安部ガバナー　年次大会（アルカス佐世保）
　平成17年 2005年　会長　安福鴻之助
　平成18年 2006年　会長　山縣　義道
　平成19年 2007年　会長　中島　祥一
　平成20年 2008年　会長　大神　邦明
　平成21年 2009年　会長　遠田　公夫
　平成22年 2010年　会長　橘髙　克和
　平成23年 2011年　会長　飯田　満治
　　　　　 60周年記念式典
　　　　　（東日本大震災にて中止）
　平成24年 2012年　会長　梅村　良輔
　平成25年 2013年　会長　長島　　正
　平成26年 2014年　会長　石井　正剛
　平成27年 2015年　会長　円田　　昭
　平成28年 2016年　会長　田中丸善弥
　平成29年 2017年　会長　富永　雅弘
　平成30年 2018年　会長　古賀　　巖
　入会後30年経過しているが、ロータリーでは
いろいろな方々に会えて、声掛けをいただいて
いることが非常に良かった。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
　東京四谷RC 伊賀　静雄さん

『ロータリー活動
　　　　　30年をふりかえり』

　会員　米倉洋一郎さん
　（㈲米倉鮮魚店　代表取締役社長）

　入会：1989年4月5日（当時39歳）
　紹介者：円田　三郎 会員
　　　　　田中丸善保 会員
　入会当日は西方寺にて観桜例
会であった。お酒を飲めない自
分は非常につらい思いをした入
会日だった。
　入会後は円田三郎会員より「ロータリーのこ
とは勉強せんでいいけん、それよりも人の世話
ばしなさい。すると、みんなは顔を覚えてくれ
るけん」という言葉をいただいた事が、今でも
心に残っている。

【ロータリーとのつながり】
　1969年4月に九州地区大会が佐世保で行われた

（当時20歳 大学生だった）。
　その時の地区大会は九州1地区（370地区）で、
2地区（373地区）に分かれる「お別れの年次大
会」で、市民会館で式典があり、名切グラウン
ドで懇親会が開催され、その場で来場者に向け
て魚をさばいた事が初めてのロータリーとの関
わりであった。

【歴代会長と歴史】
　平成元年  1989年　会長　犬塚　時夫
　平成2年　1990年　会長　円田　三郎
　平成3年　1991年　会長　松尾　恒司
　　　　　  40周年記念式典（親和銀行）
　　　　　  記念講演会：王　貞治氏
　　　　　  翌日 野球教室（相浦）
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卓　　話

★第68回創立記念日例会★

例会記録

入会時の米倉さん
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　この日、各RCは国際理解、友情、平和へのロ
ータリーの献身を特に認め、強調しなければな
らないとされているので、今回創立記念日例会
の卓話も、友情を親睦という切り口で考えさせ
て頂きました。

	 幹事　大久保利博
１．㈱くまひら　㈱熊平製作所
	 会長　熊平　雅人さん
　「抜粋のつづり　その七十八」の寄贈

２．国際ロータリー日本事務局
　 特別寄付金 ポール･ハリス･フェロー認証状･

ピン贈呈　大久保利博さん

３．(公財)ロータリー米山記念奨学会
　 「ハイライトよねやま227号」
　2019年2月13日㈬発行

４．大村ロータリークラブ
　「週報No.25〜27」が届いております。

	 国際ロータリー日本事務局
　大久保利博さんへ
特 別 寄 付 金 　 ポ ー
ル・ハリス・フェロ
ー認証・ピンを伝達
いたしました。

■RI第2740地区	地区大会実行委員会
	 ハワイ短期留学委員会　委員長　池田　真秀
　今回は1点のご報告と3点のご
依頼をさせていただきます。
　昨年11月16日㈮に開催されま
した2740地区の地区大会におき
まして、ハワイ短期留学プログ
ラム参加者14名を発表させてい
ただきました。
　その後、年が明けて1月22日㈫に第1回目の高
校生14名とご家族も交えて、渡航に関するオリ
エンテーションを2時間程度行い、皆さん不安よ
り大きな期待をもって参加していただいた印象
を持ちました。
　また、来月3月11日㈪にはワシントンホテル
にて第2回オリエンテーションを開催する予定に
しております。第2回オリエンテーションが最後
のオリエンテーションとなりますので、最終の

	 会長　古賀　　巖
　昨日は春一番が吹きました。
来週末は春３月で、徐々に暖か
くなってきましたが、今日は気
温が6度も下がっています。週末
22日㈮から24日㈰迄、440有余
年の歴史がある相浦愛宕市が開
催されます。子どもの頃から、
この祭りの時に寒くなり、愛宕さんが終わると
暖かい春が来るとよく言われました。
　昨日、3月理事会のご案内をメール致しまし
た。是非とも出席の程よろしくお願いします。
　先週の土曜2月16日は、北松浦RCの創立50周
年式典と祝賀会でした。
　福田金治ガバナーもご出席されてましたが、
スポンサークラブとしてご招待を受け、会員を
代表して大久保利博幹事と出席してきました。
　感謝状と記念品をいただきましたので、ご披
露します。50年前に26名のメンバーで設立さ
れ、半世紀にわたって26名前後の人数で北松浦
6ヵ町という広域圏の地域に根ざした活動を続け
てこられました。今後も100周年を目指して、
さらなる活動を続けていくとのことでした。
　さて、明日2月21日㈭は、我がクラブの節目
の日「佐世保RC創立記念日」です。そこで本日
は創立記念日例会です。本年で68年になる我が
佐世保RCの、伝統と歴史を築かれた先輩方に敬
意と感謝を表し、伝統と歴史を継続していく為
に、私たちは手を携え、いつまでも努力を重ね
ていかなければなりません。努力を惜しむと、
伝統と歴史はあっという間にすぼんでしまうと
考えます。
　そこで、本日は創立記念日例会の例会卓話を
米倉洋一郎さんに特別にお願いしました。
　親睦やSAAを中心に、ロータリー活動を続け
てこられています。
　いわば、「佐世保RCを支え続けて30年」とで
も言える方だと思いますが、親睦の大切さにウ
エイトを置いてお話ししていただこうと、卓話
をお願いしました。
　特に、若い会員の方々に参考にして頂ければ
幸いに存じます。これからも先輩を敬い、佐世
保RCを楽しみながら活動を続けていただきたい
と願います。
　また、1905年2月23日は、ポール・ハリス
が、友人3人と最初に会合をもった日で、この2
月23日はRC創立記念日です。さらに、2月は
「平和と紛争予防／紛争解決月間」に制定さ
れ、2月23日が「世界理解と平和の日」として
も順守されています。

幹 事 報 告

クラブ報告

会 長 挨 拶
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注意事項と、現地でのスケジュールを再確認す
ること、また14名が渡航前に仲良くなってもら
うために福田金治ガバナー主催の食事会も企画
しております。
　また3月25日㈪出発当日ですが、新九州文化
学園小中学校（旧花園中学校）にて朝9時30分
より出発式を行います。当日は朝長則男佐世保
市長にもご参加いただき、生徒の皆さんに対し
て激励のお言葉をいただく予定にしておりま
す。佐世保RCのメンバーの皆様にも、是非ご参
加いただきますようお願いをいたします。
　最後になりますが、3月25日㈪から、4月4日㈭
現地発 4月5日㈮日本着の10日間の日程で、ハワ
イに我々委員会メンバー6名と共に行ってまいり
ます。その間、激励等にハワイまで行こうかな
とお考えの方は、是非お声掛けいただければ、
空港までのお出迎えと、ゴルフのお相手をさせ
ていただきますので、是非ご参加いただきます
よう、よろしくお願いします。

クラブ会報･広報委員会	 委員長　大神　吉史
　この度、例会報告について2点追記することに
しました。
　①ランチ写真の掲載
　　 Instagramやfacebookなど食

事の内容を掲載するのが流
行しています。

　②事務局だよりの掲載
　　 事務局より会員の皆様にお伝えすることが

あれば記載します。
　他に、会員の皆様から良き情報があれば、情
報の共有化としてコメントを記載し「クラブ会
報･広報委員会」へお渡しください。よろしくお
願いします。

	 朗遊会　坂元　　崇
「第3回 朗遊会」開催のご案内
　2018〜2019年 第3回目の朗遊
会を下記の通り開催いたしま
す。皆様ご参加宜しくお願いい
たします。
　日程／2019年3月2日㈯
　時間／11:15〜スタート
　場所／佐世保カントリー倶楽部 石盛岳コース
　　　　TEL：0956-49-5654
　参加費／2,000円
　※ 準備の都合上、2月20日(水)までに出欠のご

返信をお願いいたします。

	 出席･例会委員会　中嶋　　徹
　本日は「雑誌の時間」という
ことで、『ロータリーの友』1月
号の卓話の泉に「がん探知犬に
ついて」という記事が掲載され
ていましたので紹介したいと思
います。がん探知犬とは、嗅覚
と集中力に優れ、さらに特殊な
トレーニングを受けた犬で、人の呼吸や尿に含
まれる、がん特有のにおいを察知する能力を持
っています。現在がん探知犬は6頭で、いずれも
ラブラドールレトリバーです。
　がん探知犬の研究が開始されたのは約30年
前。当時、ロンドンの医学雑誌にこんな報告が
載りました。ロンドン在住のある女性が足に小
さな隆起性のあざを見つけ、近くのクリニック
を受診したところ、医学的な所見はないと診
断。しかし、飼っていた犬は、受診後も彼女の
あざに近づき、においを嗅ぐことを繰り返しま
した。違和感を覚えた女性は、総合病院で精密
検査を受けました。その結果、あざは皮膚がん
の一種である悪性黒色腫であることが判明。幸
いがんは早期で、転移することもなく切除する
ことで治癒したそうです。この症例報告がきっ
かけとなり、がん探知犬の研究が始まりました。
　がん探知犬のメリットは、検査のストレスフ
リー、来院が不要のタイムレス、その判定確率
はほぼ100％と言われるエキスパート性です。
　言うまでもなくがんは、医学の進歩により不
治の病から治る病気へと変化しています。私ど
も生命保険会社も提供する商品内容が、近年大
きく変わってきています。ただそこには、早期
発見であるという絶対条件が存在しています。
においだけで癌がわかるようになるかは不明で
すが、早期発見・早期治療の意識と機会をお互
いに持ち合わせ、たまには家族や仲間のにおい
を嗅いでみる、そんな元気な生活をしていきた
いものです。

	 出席・例会委員会　赤木　征二
◯永年会員表彰
　池田　　豊さん（38年）

◯出席100％表彰
　木村　公康さん（21回）、古賀　　巖さん（21回）
　円田　浩司さん（15回）、大久保利博さん（7回）
　池田　真秀さん（5回）、 吉田　英樹さん（5回）
　大神　吉史さん（5回）、 廣瀬　章博さん（3回）
　安福　竜介さん（2回）、 谷川　辰巳さん（1回）

委員会報告

朗遊会より

雑誌の時間

慶　　　祝
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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：大神　吉史）
（カメラ担当：萩原多恵士）

	 親睦活動委員会　福田　金吾
東京四谷RC　伊賀　静雄	様
　本日はメークアップさせていただき有り難うご
ざいます。また、井上会員様と囲碁のお手合わせ
いただけるとのこと、楽しみにしております。

古賀　巖	会長、大久保利博	幹事
廣瀬　章博	副幹事、山縣　義道さん、前田　隆夫さん
松本　英介さん、小村　英司さん、円田　浩司さん
増本　一也さん、安福　竜介さん、福田　金吾さん
井手　孝邦さん、筒井　和彦さん、德川　晃尚さん
大神　吉史さん、富永　雅弘さん、西田　勝彦さん
平尾　幸一さん、芹野　隆英さん、池田　真秀さん
北野　慎司さん、坂元　　崇さん、木村　公康さん
有薗　良太さん、松尾　　貴さん、黒木　政純さん
松尾　文隆さん、赤木　征二さん、橘髙　克和さん
下田　弥吉さん、中嶋　　徹さん、玉野　哲雄さん
　創立68周年記念例会、会員 米倉洋一郎さんの
卓話に期待してニコニコします。

井上　斉爾さん
　東京四谷RCより伊賀静雄さんの来訪を歓迎し
てのニコニコです。お聞きするところによれば、
囲碁がお好きで強くあられる様ですので、長島さ
んと私でご指導を願ってますので、よろしくお願
いします。これも親睦の一つにしてください。

福田　金治さん
　ご仏前にお供えをいただきありがとうございます。

古賀　巖	会長、大久保利博	幹事、池田　豊さん
木村　公康さん、円田　浩司さん、池田　真秀さん
大神　吉史さん、廣瀬　章博さん、安福　竜介さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

〈お願い〉
「インターシティーミーティング」開催のご案内
　日時／4月6日㈯　15:00〜点鐘　18:00〜懇親会
　会場／江迎文化会館　登録料／6,000円
　ガバナー補佐より入会3年未満の方には全
員登録の要請。該当者の方も当日の出欠の
回答を2月28日㈭迄にお願いします。

2019年2月〜3月
＊例会卓話者予定＊ 

2月27日　長崎国際大学 
 　　　　  ボルダリング選手　原田　朝美 様

3月６日　長崎文化放送 
 　　　　  　　　　技術局長　舩原　秀夫 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／3月５日㈫　16:05〜 
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

日時／3月19日㈫　例会未定 

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

3月例会　休会（春休みで学生不在のため）

4月例会　開催計画中

＊ 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。

ニコニコボックス 本日合計 　45,000 円

 累　　計 748,000 円

◇

【今週のランチ】
幕の内御膳

味わい深い大根でした。

ニコニコボックス


