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本日の出席率７５.６１％：会員数４１名・出席３０名・欠席９名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター ０名

前々回の修正出席率１００％：出席２９名・メークアップ１０名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんばんは。 本日はホワ

イトディということでバレンタイン

ディにいっぱいチョコレートやプレ

ゼントをいただいた方がしっぺ返し

を受ける日です。大人しく家に帰っ

ていればよかった。 昔の人はいい

ことを言っています。 「後悔先にた

たず」、 本日誘惑に耐えるか、 絶

えないか、 現在家出をしている 「福沢諭吉先生」 を増やすか増

やさないかは思案のしどころです。

　話は変わりますが、 昔炭鉱の町として栄えていた街が生き返る

かもしれない技術が日本で開発されつつあります。 新興国では

工業に必要な電気エネルギーを石炭による火力発電で賄って

いる国が大部分をしめていますが、 排出される煤煙は大気汚染

など環境問題となっています。 この石炭をガス化する技術が日

本で開発されているとのことです。 石炭を砕いて、 細かい粉に

して１８００度の釜に入れ水素と一酸化炭素に分離して 「ガス」 と

して取りだすというものです。 質の良い石炭はかたく細かく砕く

には技術がいりますが、 これは 「今まで壊れやすく燃料としては

不向きである」 とされた、 いわゆる価格が格段に安く質の悪い

今まで使い物にならなかった 「渇炭」 というものを活用すること

ができるということで注目されています。 火力発電所が環境問題

で安い石炭を使用することを躊躇し、 石油を使用している現状

では画期的なことになると思います。

　今閉山で財政破たんで苦しんでいる各地の石炭の町がもとの

にぎやかな街に復活 ・ 活性化するかもしれません。 これは石炭

をガス化することにより二酸化炭素排出量が石油並みに抑えら

れるからです。 また石炭を掘り出すのではなく石炭層にドリルで

穴をあけガスだけをとりだす技術も開発されています。 何よりも

地中に穴をあけ石炭を掘り出す必要がないため、 一番の問題で

ある地盤沈下を防ぐことができます。 石炭を使用してい火力発

電を行っている諸外国からも注目をされています。 また石炭も技

術によりクリーンエネルギーとして注目され活用されるよう願って

おります。

committee

宮崎正典 国際交流委員長
　４／１１( 木） ～１３( 土） 釜山蓮山ＲＣ公式訪問のご案内

現在１８名の参加です。まだ受付をいたしておりますので、奮っ

てご参加ください。 　

南部建 中央会幹事
　３月１６日 ( 土） 北ＲＣとの対抗戦、 宜しくお願いします。 当

日は１２時５０分スタートなので、 休憩なしで行います。 表彰

式は水月で行います。 　

１．例会変更
　   伊万里西ロータリークラブ

　３月２８日 （木）　１２：３０→１８：３０～

　伊万里迎賓館　観桜会のため

伊万里ロータリークラブ
　４月　３日 （水） １２：３０→１８：３０～　　

　　　　龍水亭　観桜会開催のため　

２．来　　信
・釡山蓮山ロータリークラブ
   創立２２周年記念式典のご案内　　４月１１日 （木）　

　  ・公益財団法人米山梅吉記念館
　「館報春号」 送付、 賛助会員募集、 春季例祭の案内　

・一般社団法人ロータリーの友事務所
　次年度雑誌委員長への｢友」 誌送付について

・ガバナー事務所
　①ＲＩ会長賞の募集について

　②第３４回ＲＹＬＡ開催の案内

　　日時　５月２５日 （土） ～２６日 （日）

　　場所　佐賀県北山自然の家

３．伝達・通知
       ○昨日３月１３日、 第７回市内ロータリークラブ会長 ・ 幹事会

　　　　が開催されました。 　　　 
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本日の合計　　　　     7,000 円

本年度の累計　　　684,000 円

ＳＡＡ：長富寿人君

次回例会／３月２１日１２：３０～

次回献立／ハンバーグ温野菜添え、スープ

■ 会員卓話／会報・出席委員会■
馬場貴博 委員長　
　この委員会を受けるにあたりもう一度細則を読み直しますと、

「全てのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席することを

奨励し、 クラブの例会に出席できない場合メークアップを奨励

する」。 としてありますこの部分は大いに事務局頼りになってい

るのが現状であります。 また、 週報については昨年、 浅野委

員長が作られた流れを大事にし原稿・カメラ ・出席報告を各委

員で分担を例会日ごとに年度当初に決めており、 委員会の皆

様が確実にその分担を守っていただいております。

　わかりやすい週報をモットーに現在も少しずつ変化しておりま

す。 参考までに、 他クラブの週報をみますと、 非常に頁数が

多いクラブがございますが、 一文字の大きさが大変大きく、 又

写真の枚数も多いところがあります。 これも一つの工夫かもしれ

ません。 今後も出来るだけ外部卓話者には原稿作製をお願い

し、 出来るだけ会員負担を減らしつつ読みやすく、 解り易い週

報作りを目指します。

　尚、 現在の週報作りは諸先輩方の時代の週報を作る程苦に

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆さん、 こんばんは。 年度末を迎え、 お忙しくされていること

と思います。 昨日市内８ロータリークラブ会長・幹事会でした

が、 議案もなく和気藹々とした中で進行しました。 来月は釜

山蓮山ロータリークラブへの公式訪問となっていますが、色々

ときなくさい話が耳に入って来ており、 ヒヤヒヤものです。 つ

いに四元年度で釜山蓮山ロータリークラブとの間も無くなって

しまうのか。 乞うご期待!

　
香月章彦君

明日は娘 （よしの） の卒業式です。 ３年間大きな病気も怪我

もなく過ごすことができました。 ありがとうございます。 事務所

横の桜が少しずつ花を開き出しました。 来週、 月曜日は公

立高校の入試合格発表です。 我が家のよしの桜も咲くことを

祈念してニコニコします。

後田明子君
一ヶ月過ぎましたが、 ２６回目の結婚記念日でした。 素敵な

お花ありがとうございました。

橋口佳周君
所用のため早退します。

はならないので、 今後はどしどし会報・出席委員会の委員長

に立候補してください。

川島千鶴 委員
　会報・出席委員会の役割とは 「クラブ週報の会報によって、

関心を促して出席の向上を図り、 近ずく例会のプログラムを発

表し、 前回の例会の重要事項を報告し、 親睦を増進し、 全会

員のロータリー教育に寄与し、 クラブ、 会員、 および世界各

地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努め

なくてはならない。」 という細則内容が実際遂行出来ているの

か？と問われればはっきりとイエスとは言えないのかなと思いま

す。 現在、 委員会報告の原稿も各発表の委員の皆様に書い

ていただいておりますが、 出来るだけ肉付けしていただくと助

かりますので宜しくお願いいたします。 ゲスト卓話の原稿をいた

だくのですがあまりにも膨大な枚数のときには、 どこまで抜粋さ

せていただいて良いのかまとめながら非常に悩んでしまいま

す。 前回担当委員会になったときには苦労しましたが、 今は

そうではありません事務局の北島さんという強い味方がいるので

安心してください。

宮崎正典 委員
　まずロータリークラブに入会してびっくりしたことは委員会を掛

け持ちするという事に驚きました。 一番気を付けている点は委

員長の負担を減らすことであります。週報という形で色々の方々

がペーパーにまとめるとゆう作業をみてロータリークラブという組

織は素晴らしい組織であると改めて感じています。 消防署所長

の卓話のおりには原稿がなくレコーダーから原稿を起こしました

が、 大変苦労し久しぶりにＪＣの総務委員会時代を思い出しま

した。 最後に２年目の新人ではありますが、 会員増強に関して

は他クラブほど増加していないのかなと思います。 今後会員が

増えれば一人１委員会配属となり委員会開催のモチベーション

も上がるのではとも思います。 今後とも委員会活動又会員増強

に寄与できればと思います。

芥川浩一郎 委員
　例会開始５分前に担当卓話と聞かされ驚いていたところでし

た。 私自身５年位前連続で会報・出席委員会になっています。

会報自体が皆さんのご負担になっていると思いますが、 私自身

は三田新聞を学生時代に作っておりましたので慣れており負担

を感じたことはありません。 佐世保南ロータリークラブに在籍し

た時も週報を担当していたこともありまして、 今は自分の力が皆

さんのお役にたてばと思いやっています。 私もこの様な作業が

好きな部分でもありますので、 ご安心ください。 今後とも宜しく

お願いいたします。

馬場貴博 委員長
　非常に段取りが悪く申し訳ありませんでした。
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