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2019～2020年度 テーマ ROTARY CONNECTS THE WORLD　̶ ロータリーは世界をつなぐ ̶
2019～2020年度 R.I.会長 マーク・ダニエル・マローニー （米国アラバマ州　Decatur RC）

会　長：木村　公康　　　幹　事：有薗　良太
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

Club of Sasebo

　令和2年も楽しい佐世保RC、楽しい例会、懇親

会を目指しますのでよろしくお願いします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」

◯卓話者

　佐世保中央病院健康増進センター

	 センター長　中尾　治彦	さん

幹 事 報 告
	 幹事　有薗　良太
1．第2740地区ガバナー	 千葉　憲哉	さん
　インターアクト委員長	 德川　清隆	さん
　2019-20年度 インターアクト活動認定証の補足

説明のご案内

　◦	インターアクトクラブ活動認定制度設立趣意

書案

　◦インターアクトクラブ活動認定証活用例

2．地区幹事	 　大石　竜基	さん
　事務所休業のお知らせ　12月28日㈯〜1月5日㈰

3．第2740地区ガバナー事務所
　第2740地区ホームページ更新のお知らせ

4．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　★ハイライトよねやま237号★

　2019年12月13日発行

会 長 挨 拶
	 会長　木村　公康
　先週の土曜日は佐世保RC忘年家族会に、120名

以上の方々にご参加いただきありがとうございま

した。

　坂元崇親睦活動委員長をはじめ、親睦活動委員

会、また新会員の皆様には、歌謡ショー「ロータ

リー歌のアルバム」の余興をしていただき、会場

も大変盛り上がりました。

　黒木さんの前川清は、さすがコーラス部と感心

しました。また、陣内さんのスマップの中居正広

役は、とても日銀出身の方とは思えない様な熱演

ぶりでした。

　そして最後に、会員の子どもさんやお孫さんに

よる“パプリカ”の歌と踊りは、即興とは思えな

いほど素晴らしいものでした。

　さすが遠田プロデューサー！この方にお願いす

ればこの位は当たり前です。出演者の方々には何

回も練習を重ねられており、ロータリーの友情が

深まったと思います。ありがとうございました。

　また、	昨夜は長崎国際大学ローターアクトクラ

ブのクリスマス例会でした。

　三原会長、木村幹事には大変お世話になりまし

た。

　本日で、令和元年の例会が終わりです。

　佐世保中央病院健康増進センター長 中尾治彦さ

んに卓話をお願いします。

　皆様も毎晩忘年会など続かれると思いますので、

ご自愛をお願いします。

令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　元 12 18 3,382 23

《本　　日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 56 名・欠席 23 名・ビジター 0 名・出席率 70.89 ％

《12月 4日》会員数 79 名（出席免除会員 25 名）・出席 54 名・欠席 25 名・メークアップ 14 名・修正出席率 100.00 ％
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5．日台ロータリー親善会議	総裁　大島　英二	さん
　第7回福岡大会	 実行委員長　灘谷　和德	さん

　（2019-20年度 第2700地区ガバナー）
　第7回 日台ロータリー親善会議福岡大会

　	台湾RC（姉妹友好クラブ）に対して、ご参加の

声掛けのお願い及び追加申し込み期限延長のお

知らせ

　申込期限／1月20日㈪

　会費／会員 22,000円　家族 10,000円

委員会報告

■親睦活動委員会	 委員長　坂元　　崇
　先日14日㈯の忘年家族会は122

名の出席をいただきまして、楽し

い会になったのではないかと思い

ます。ところどころ不行き届きの

点があったとは思いますが、無事

に新年を迎えることができそうです。

　新会員の皆様をはじめ、メンバーの皆様、ご協

力ありがとうございました。

■青少年奉仕委員会	 委員長　大神　吉史
　本日はインターアクトクラブの

奉仕活動にて「佐世保市交通遺児

募金」のご協力をお願いいたした

く募金箱を製作しました。皆様、

今後とも活発な活動を行いますの

で、何卒ご理解いただきまして、よろしくお願い

申しあげます。

　募金総額は51,000円で西海学園にお持ちします。

■ローターアクト委員会	 副委員長　森　　勝之
　昨日17日㈫、恒例のクリスマス

例会を行いました。福田パストガ

バナー、木村会長をはじめ、9名

のロータリアンにもご参加いただ

き、総勢18名で賑やかな例会とな

りました。例会では、1年間の活動報告に続き、表

彰、次期役員3名（会長	神山さん［社会福祉学科］、

幹事	両羽さん［国際観光学科］、会計	横大路さん［健

康栄養学科］、いずれも１年生）の発表がありまし

た。その後、両羽さんの軽快なダンスやビンゴゲ

ームで盛り上がり、楽しい例会となりました。次

回は新年1月14日㈫に書き初め例会を予定しており

ます。また、RAC活動を引っ張ってくれた木村さ

ん、目代さん、滝口さんが卒業しますので、2月10

日㈪に追い出しコンパ的な会を開催する予定です。

多くのロータリアンのご参加をお待ちしておりま

す。今後ともRACをよろしくお願い申しあげます。

慶　　　　祝
	 出席・例会委員会　森　　勝之
○出席100％表彰
　増本　一也	さん（26回）

　納所　佳民	さん（12回）

　坂元　　崇	さん（ 7回）

　松尾　　貴	さん（ 6回）

	 親睦活動委員会　陣内　純英
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　	さん	ご夫妻（ 3日）

　池田　　豊・秀子　	さん	ご夫妻（ 4日）

　小石原健二・有美　	さん	ご夫妻（ 5日）

　吉澤　俊介・陽子　	さん	ご夫妻（ 6日）

　中島　祥一・和子　	さん	ご夫妻（ 8日）
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卓　　　　話
『最近の健診について』

佐世保中央病院 健康増進センター
センター長　中尾　治彦	様

　最近の健診について任意型検診であるドックを
中心に、解説をさせていただきました。
　まずは、ドックを受ける際に、とりわけ重要な
保健師による受診後の説明・指導・二次受診手続
きの介助を実際の流れに沿って話させていただき
ました。
　次にがん検診の種類やその方法について、	現状
の説明と上手に活用するために必要なポイントを
述べさせていただきました。	また現在のがん検診
のトレンドである、①MRIや超音波内視鏡検査に
よる膵癌検診、②CTを用いた仮想内視鏡による大
腸癌検診、③PET-CTによる一括癌検診などの利
点と限界について述べさせていただきました。
　また今後の展開が期待されている採血だけでの
非侵襲的検査である①アミノ酸比率の解析を用い
るアミノインデックスや②微量のDNAやRNA解析
によるリキッドバイオプシーの将来性や問題点に
ついて述べさせていただきました。
　最後に上手に健診を受けるための準備や活用法
についても話させていただきました。

　古賀　久貴・由樹　	さん	ご夫妻（ 9日）

　松尾　慶一・富士子	さん	ご夫妻（ 9日）

　山縣　義道・良子　	さん	ご夫妻（13日）

ニコニコボックス
	 親睦活動委員会　松本　祐明
木村　公康	会長、有薗　良太	幹事
安福　竜介	副幹事、坂元　　崇	さん
井上　斉爾	さん、髙田　俊夫	さん
　佐世保中央病院健康増進センター センター長　

中尾治彦さんの卓話に期待して、ニコニコします。

平尾　幸一	さん
　本日、佐世保中央病院 健康増進センターの	

中尾治彦センター長に来ていただきました。

　よろしくお願いします。

松本　英介	さん
　先日の忘年家族会の富くじで、すき焼きセット

が当たりましたので、ニコニコします。

円田　　昭	さん
　楽しい忘年家族会、ありがとうございました。

坂元委員長お疲れ様でした。

池田　　豊	さん、小石原健二	さん
　結婚記念月のお祝い、ありがとうございます。

増本　一也	さん、納所　佳民	さん
坂元　　崇	さん、松尾　　貴	さん
　出席100％の表彰、ありがとうございます。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 　15,000 円

	 累　　計	 516,000 円

＊2020年1月例会予定＊	
 8日　クラブ協議会
15日　ハワイ短期留学委員会報告
22日　長崎県歯科医師会災害対策委員 松添裕之さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会等予定＊
日時／2020年1月11日㈯　14：00〜
場所／島瀬公園前（佐世保市交通遺児救済募金）

日時／2020年1月14日㈫　16：15〜
会場／西海学園　図書館

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2020年1月14日㈫　18：30〜

会場／ホテルオークラJRハウステンボス（書き初め例会）

＊	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。
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（今週の担当：陣内　純英、カメラ担当：福田　金吾（例会）　黒江　章雄（忘年家族会））

クラブ会報委員会 委 員 長　西田　勝彦　　　 委　員　 福田　金吾 ・ 黒江　章雄
副委員長　北野　慎司　　 　　　　　 小村　英司 ・ 陣内　純英

と　き／12月14日㈯
ところ／玉屋7階
　　　　文化ホール

開会の挨拶
木村公康	会長

乾杯
パストガバナー
福田金治	さん

ギター演奏／萩原多恵士	さん

星降る街角

手に手つないで（ソングリーダー：黒木政純さん〔前川 清〕）

君といつまでも

パプリカ

長崎は今日も雨だった

世界に一つだけの花

サンタと愉快な仲間たち

総合司会
谷川辰巳	さん

余興司会
松本祐明	さん

来賓の挨拶
名誉会員
佐世保市長
朝長則男	様

万歳
会長エレクト
加納洋二郎	さん


