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本日の出席率７０.７３％：会員数４１名・出席２７名・欠席１２名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３６名・メークアップ３名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 愛宕祭りも過

ぎ、 寒さもどうやら和らぎ、 春らし

くなりつつあるようです。 昨日から

雨が続いておりますが、 春らしい

雨です。 天気が良くなれば花粉

症の人には大変な季節で、 気を

付けようもないでしょうが、 お大事

になさって下さい。

　ロータリースタンダードカードを申し込んでいたのですが、 それ

が先日やっと届きました。 パソコンで簡単に申し込むことができ

ましたので、 皆様にもお勧めしたいと思います。 ただ、 このカー

ドを使うかどうかなのですが、 私の場合はなかなか使う時がない

のではないかと思います。

　香りが認知症の進行を遅らせることができるというアロマ療法を

少し述べたいと思います。 一昨日の夜、 「たけしのみんなの家

庭の医学」 というテレビ番組での話です。 日本人の６５歳以上で

は、 １０人に１人は認知症といわれる時代になっているそうです。

全国で１７０万人いるとされています。 私も認知症だけはなりたく

ないと思い、 日々健康に注意し過ごしたいと思っています。 嗅

覚を刺激して、 日中の生活をいきいきと健やかに過ごし、 頭を

ハッキリさせたいときには、 昼用アロマオイル （ローズマリーとレ

モン） での芳香浴がお勧めです。 又、 心と体をくつろぎの時間

へとさせてくれる夜用アロマオイル （ラベンダーとスイートオレン

ジ） の芳香浴で、 ぐっすり寝ることにより認知症を予防できると

言われています。 この昼用、 夜用と２種類のアロマオイルがある

ようです。 これらの方法は、 鳥取大学医学部　浦上克哉教授の

研究によるものです。私もボケない為に実践しようと思っております。

ありがとうございました。

 １．例会変更
　　佐世保西ロータリークラブ
　　　　 ３月２５日( 火） １２：３０→１８：３０～

　　　　 セントラルホテル佐世保　　夜の例会のため　　　　 

committee

坂井智照 ２０１４～１５年度地区社会奉仕委員長
《 地区チームリーダー研修報告 》
国際ロータリーの大きな流れ

○戦略計画の推進

　１． 地区リーダーシッププラン   （ＤＣＰ）

　２． クラブリーダーシッププラン （ＣＬＰ）　

　『ＤＣＰとＣＬＰが機能してこそロータリーの活力となる』

　　　地区指導者                 クラブ指導者
　 地区ガバナー                   クラブ会長

　  地区ガバナー ・ エレクト      クラブ幹事

　  地区ガバナー ・ ノミニー      クラブ会計

　  ガバナー補佐 　　　　　　　  クラブ各種委員長

　  地区委員会委員長 　　クラブ研修リーダー

　

牛島義亮 中央会会長
　第４２回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会の案内　

　日時　５月１１日 （日）　１１ ： ０５スタート

　場所　佐世保カントリー倶楽部

　　 ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　３月１１日 （火） １２：３０～

　　　　ハウステンボス 「トロティネ」 例会場使用不可日のため

　　　　３月２５日 （火） １２：３０→３月２７日 （木） １８：３０～

　　　　香門　観桜例会のため

　　　　３月１８日 （火）　休会　定款第６条第１節により

２．来　　信   

    ・国際ロータリー日本事務局
　　  ２０１３年手続要覧

     ・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　　  米山功労者の感謝状

　  ・ガバナー事務所
　　　①推奨ロータリークラブ細則雛形公開のお知らせ

　　　②３月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１０２円

　　・地区大会事務局
　　　　地区大会四委員会開催について

　　・ガバナーエレクト事務所
　　　①２０１４～１５年度 「地区研修 ・ 協議会」 開催のご案内

　　　　 日時　４月２７日 （日）　点鐘　１３時３０分

　　　　 場所　諫早文化会館

　　　②地区チームリーダー研修セミナー参加のお礼



ＳＡＡ：馬場貴博君

次回例会／３月６日１２：３０～

次回献立／季節の弁当

牛島義亮 中央会会長
　第４２回佐世保市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会の案内　

　日時　５月１１日 （日）　１１ ： ０５スタート

　場所　佐世保カントリー倶楽部

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
月末のお忙しい中、 淡々と例会にご出席いただきありがとうご

ざいます。 本日は世界理解月間にちなんで、 国際観光都市

を目指している、 佐世保市の計画のひとつであるカジノを含

む統合リゾートについてのハウステンボス株式会社 中平一旗

様の卓話です。 中平様は、 こう見えても結構若いです。 中

平様は、 こう見えても東大卒です。 中平様は、 こう見えても

結構お酒好きです。 そんな中平様の熱い話を皆様どうぞ、

楽しみにしてください。 中平先生、 本日卓話どうぞ宜しくお

願い致します。

井上亮君
先日は弊社の展示会に佐世保中央ＲＣのメンバー多数にご

来場いただき、ありがとうございました。 おかげ様で売り上げ、

来場者数共に目標達成できました。 又、 経営セミナーにご

参加いただきました、 皆様にも感謝致し、 ニコニコします。

岡田文俊君
先週は結婚記念日にお花を頂いてありがとうございました。

その上、植樹祭ポスターを送りまして申し訳ありませんでした。

本田実君
先日、 （株） 大興の夢市に行ってまいりました。 抽選会にて

特賞に当たりまして、 米３０ｋｇ、 牛肉 （すき焼き肉） が当たり

ました。 ありがとうございました。 ニコニコします。

川島千鶴君
１月１１日に車検切れ、 走行距離２５万キロ、 １４年乗った愛

車が２月１６日にオリンピックの輪の一つかけた車に替わりまし

た。 花嫁支金をはたくか悩んでおりましたが、 牟田さんの貯

金を崩さずローンでとおしゃって頂き、 入手することが出来ま

した。 １週間もたたず、 トランクに灯油をこぼしてショックでし

たが、 新車の乗り心地にニコニコします。
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本日の合計　　　　   　7,000 円

本年度の累計　　　 658,000 円

《 ハウステンボスへのカジノ誘致構想　》　

＊　ゲスト卓話　＊

ハウステンボス（株）イベント企画二課
課長　中平　一旗様
　カジノは世界中１４０カ国以上に設置

されていますが、 なぜか日本にはあり

ません。 G8 に参加する大国の中でカ

ジノが無いのは日本だけです。

　一方でそのような事態を打開すべく、 ‘関係者’ による｢カ

ジノ合法化｣への挑戦は、 １９９９年の石原都知事 （当時）

による 「お台場カジノ構想」 以来、 実に１０年以上に及び

ます。 しかしご存知のとおりその挑戦は実を結んでおりませ

ん。 その間、 ‘関係者’ として、 国会議員、 地方自治体、

有識者、 海外カジノオペレーター、 関連企業など多くの人

物が登場し、 様々な動きを見せてきました。

　本卓話では、 カジノ合法化議論が登場してから実際にカ

ジノができる （であろう） までの２０年間を時系列でまとめ、

カジノとは何なのか、 なぜいつまでも合法化できないのか、

合法化した場合は佐世保 ・ 長崎にもカジノができるのか、

などについてわかりやすく解説します。 また、 これまでのカ

ジノ合法化の動きの中で節目ごとに訪れる 「その時」 に注

目することで、 日本におけるカジノの未来を考える上での一

助になれば幸いです。

　・第１章　1999 年～ 2004 年　

　　　全てはここから始まった

　・第２章　2005 年～ 2009 年　

　　　変わる世界、 変わらない日本、 動き出す佐世保

　・第３章　2009 年～ 2012 年

　　　政権交代、 超党派による合法化チャレンジ

　・第４章　2013 年  

　　　日本カジノ合法化の分水嶺となるか！

　・第５章　2014 年～ 2019 年 

　　　日本にカジノができる時

～その時歴史が動いた　日本における火事の構想２０年史～
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