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本日の出席率７５.０％：会員数４５名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員（５）４名・ビジター０名

前々回の修正出席率９７.７８％：出席２６名・メークアップ１３名・出席規定免除会員３名

　皆さんこんにちは。 １０月に入り、

２５周年記念式典まで、 後２週間と

なりました。 事業の概要も決まり、

後は細部の詰めの作業のみになり

ました。 後ほど報告、 お願いがあ

るかと思いますのでよろしくお願い

します。

　さて、 １０月７日より全国の最低賃金が改定されます。 長崎県

の場合、 パート、 アルバイトを含む県内のすべての労働者に適

用される地域別最低賃金は時給６９４円になりました。 昨年比１７

円の引き上げです。最低賃金が一番高いのは東京都の９０７円、

次いで神奈川県の９０５円、 大阪府８５８円です。 長崎県は、 ６９３

円の沖縄県、 宮崎県、 高知県、 鳥取県より１円高いですが、 全

国平均の７９８円より１００円以上安い賃金です。

　マイナンバー制度も来年１月から始まります、 今年の１０月から

１１月にかけて、 すべての人に個人番号 （マイナンバー） が通

知されます。 社会保障や税金、 災害対策など私達の生活も少

しずつ変わってきます。

溝上 純一郎会長・池永 隆司副会長・崎山 信幸副会長
馬場 貴博幹事

皆様こんにちは。いよいよ１０月になりました。１０月は神無月。

出雲大社に神様がこぞって行かれ、 各地の神様がいなくな

る月です。 この月に神頼みをしたい時はどうすれば良いので

しょうか？坂井さん教えてください！

１．例会変更　　　
　　　ありません。 　  

２．来　　信
・国際ロータリー
  ザ ・ ロータリアン　２０１５年１０月号の送付

・国際ロータリー日本事務局
  １０月のロータリーレートのお知らせ　

　１ドル＝１２０円　（９月のレート １２４円）

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
  １０月米山月間資料のご案内

　①ロータリー米山記念奨学事業豆辞典２０１５～１６年度版

　②国際大会 （韓国 ・ ソウル） のご案内

　③クラブ米山記念奨学委員長の手引き
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　④寄付マニュアル

　⑤２０１４年度事業報告書

　⑥事業報告書統計 ・ 資料編

　⑦２０１４年度決算報告

　⑧追加資料申込書

・ガバナー事務所
  青少年交換学生 「唐津くんち見学」 のご案内並びに 「長　

　崎くんち見学」 負担金支払いのお願い

・佐古亮景様
  青少年交換学生 「長崎くんち見学」 の件

・佐世保東南ロータリークラブ
  佐世保市内８ＲＣ合同ガバナー公式訪問歓迎会のご案内

　日時　平成２７年１０月２７日 （火） １８：００～

　場所　佐世保ワシントンホテル

・一般社団法人ロータリーの友事務所
  ２０１５～１６年版 「ロータリーの友」 英語版注文書

・大正大学 学長・大正大学地域構想研究所 所長 勝崎裕彦様
  「地域人 第１号」 の送付 （贈呈）

・長崎県共同募金会 佐世保市支会 支会長 朝長則男様
  共同募金運動への協力のお願い

・佐世保自衛隊後援会 会長 前田一彦様
  海上自衛隊佐世保地方総監 山下万喜様
  自衛隊記念日　記念式典 ・ 祝賀会のご案内

　期日　平成２７年１０月２９日 （木）

　時間　記念式典　１６：１０～１７： ４０

　　　　　祝賀会   　１８：００～１９：３０

　場所　海上自衛隊　平瀬武道場　

・公益財団法人佐世保地域文化事業団事業部
  アルカス SASEBO 情報誌 「コンパス秋号」 の送付
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ＳＡＡ：坂井智照君

次回例会／１０月８日１８：３０～

次回献立／牛ロース角切りステーキ、サラダ、スープ

溝上純一郎 会長
　本日は私の職業の 「屋根工事」 の話

をさせていただきます。

　一般の消費者の方には、 なじみが薄い

屋根瓦の話です。 瓦工事をされている

方のロータリアンも少ないように思われま

すが、 戸建て住宅にお住いの方でも自宅の屋根には意外と無

頓着のように思われます。

　瓦の種類ですが、 その材質でセメント瓦、 陶器瓦、 燻瓦、

スレート瓦に大別されます。 昨今、 販売の主流は、 粘土に釉

薬を塗り高熱で焼いた陶器瓦、 スレート瓦が主流です。 以前、

販売の中心であったセメント瓦や燻瓦は今では少なくなり、 屋

根の形状もシンプルなものが好まれ多くなってまいりました。

若い職人が少なく、 伝統の技の継承が難しくなり将来、 社寺

仏閣の工事を行える職人の確保が地元で出来なくなるかもしれ

ません。

馬場貴博 幹事
　本日はクラブの皆さんに留学生の受け

入れの件についてお話したいと思いま

す。 ８月の１７日にマリーンさんが来られ

て一ヶ月半が過ぎようとしています。 残念

ながら、ホストの件は芥川君以降が決まっ

ておりません。 本来であればすべてのホストを準備するのが私、

幹事の役目でありましょうが、 力不足で思うように進めることがで

本日の合計　　　　    16,000 円

本年度の累計　　　  295,000 円

■ 会員卓話 ■

田代博之君、会社創業１００年を記念して友愛基金へ
寄付をされました。

竹本慶三君
９月２６日 （土）、 次女の奈央が東京で式を挙げ、 新婦の父

をつとめさせて頂きました。 ホッと一息。 ニコニコします。

追伸；１０月４日 （日） １８：３０～ 「藻谷浩介」 氏の特別講演

会を開催します。 ご希望があれば私までお知らせください。

牛島義亮君
本日３時より、ＪＡ会館で 「長崎県校長会 」 ９０名の前で映画

の卓話をします。 緊張しますが、 頑張ってきます。

本田実君
先週の例会終了後、 松浦市の現場に向かい、 打ち合わせ

後立った瞬間にぎっくり腰に！１週間でようやく、 杖なしで歩

けるようになりました。 ということで２５年前の昔の写真を探せ

る状態ではありませんでした。 牛島さん、 すみません。 今日

中に山口君にメールします。

地域に合った計画を立てよう

第１章

きていないのが現状です。

何人かの方が１ヶ月単位でなら受け入れてもいいとのありがたい

お言葉を頂いておりますが、 それでも１年を埋めきれていませ

ん。

　

　聖和女子学院からはホストが見つからない場合には相談して

くれとの話を頂いておりますが、 本来この問題は自クラブで完

結することが筋であると思われます。 そしたらお前がと当然言

われることも十分理解していますが、 私の家では無理がありま

す。 勝手なお願いだとは重々承知の上ですが、 マリーンさん

が１年間日本に来てよかったと思ってくれるよう、 皆様のお力添

えをよろしくお願いいたします。

芥川圭一郎君
　マリーンが、 来日して１ヶ月半が過ぎま

した。 毎日、 元気に聖和女子学院へ通

学をしております。 通学は、 スクールバ

スを利用しています。 聖和女子学院で

は、 彼女の為のカリキュラムを作ってい

ただいております。 日舞、 茶道や幼稚園での子供たちとのふ

れあいを通して、 日本語や日本になれてきていると思います。

１０月には長崎くんち、 １１月には唐津くんち、 １２月には鹿児

島へ地区内の留学生と旅行へ行くことになっています。 また、

５月には、京都、東京への旅行があります。 フランスで３年間、

日本語を勉強して来ていますので、 日常会話は大丈夫です。

　仕事上、 なかなか色んな所へ連れて行けてないので、 メン

バーの皆様がご家族でどちらか行かれるときは誘ってあげてく

ださい。 よろしくお願いします。
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