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今晩は、最近は新型コロナ

ウイルス感染者の方が、全国

的にも減ってきていますし、

長崎県からも９月２日以来

出ていませんので、少し落ち

着いた感があります。そんな

中、先日の日曜から月曜日に

かけて接近した台風１０号、

テレビ・新聞等で、大型で非

常に強い台風だということで、窓という窓に、養生テー

プでバッテン・十字に張ったり、大きい窓にはベニヤを

打ち付けたりと、初めての経験をさせて頂きました。台

風が通過する際は、夜中に２階の自宅が何度も横揺れ

し中々眠れない位でしたが、それでも私の所はほとん

ど被害がなくて済みました。九州を中心に、家屋の倒壊、

停電等の被害が出ていますが、会員の皆様は如何でし

たでしょうか。ただ、今回の経験で感じたのが、窓に養

生テープを張る際は、紙テープは表面が弱く剥がしに

くいので、ビニールのテープがお勧めです。 

さて今月９月は、ロータリーの「基本的教育と識字率

向上月間」となっておりますので、その事についてお話

しします。世界中で読み書きのできない１５歳以上の

人の数は、７億７５００万人。これは、全世界の成人の

１７％にあたります。しかも、学校に通っていない子供

は世界に６７００万人。特に女性の非識字率は顕著で

世界の非識字率人口の６４％を占めていると言われて

います。全ての女性が初等教育終了すれば、妊婦の死亡

率は６６％減少する。読み書きのできる母親を持つ子

供は読み書きのできない母親の子と比べて、５歳以上

まで生き延びる確率が５０％高い。低所得国で全生徒

が読み書きを習得した場合１億７１００万人（全世界

の貧困の１２％相当）が貧困から抜け出すことができ

る。このようなデータがあります。ロータリー財団は、

奨学金、教材や学用品の寄付、奉仕プロジェクトを通じ

て、世界中で教育支援を行っています。たとえば、アメ

リカのダクスバリー・ロータリークラブの会長を務め

ていた、ラジャ・ジャンさんが、母国アフガニスタンに、

貧困の連鎖を断ち切り、教育の不平等をなくすために、

女子学校をつくりました。レバノンでは、生徒たちが元

気に授業を受けられるよう、すべての公立学校にきれ

いな水を提供する設備を整えました。東京府中ロータ

リークラブは、子供たちの文章力と思考力を向上する

ために、１９７４年４６年前から毎年、市と協力して作

文コンクールを開催されています。 

基本的教育と識字力は、貧困問題や保健上の課題に

取り組むために必要となり、地域社会の発展を導き、争

いのない世界を実現するには欠かすことのできない要

素となります。ロータリーでは「基本的教育と識字率向

上」の重点分野に該当する数多くのプロジェクトが実

施され、国連ミレニアム開発目標を力強くサポートし

ています。識字率は世界全体で向上しており、教育にお

ける男女間の格差も縮小していますが、今後も状況を

改善していくにはさらなる支援が必要という事です。 

最後に、今日新たに稲次君が入会されます。そして例

会終了後には有志による、橋口君と稲次君の歓迎会が

企画されているようです。今日の入会を合わせて４９

名、いよいよ５０名の大台が、見えてきました。会員増

強の井手委員長、退会防止そして更なる増強に向けて

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

中央会 幹事 川島 千鶴君 
９月１３日お天気は雨のち晴れなので必ず実施できる

様に準備してお待ち致しております。集合は１１時３

０分コンペが終了されたらそのままお帰りで大丈夫で

す。表彰式は次週の例会で致します。 

時間の都合上、表彰を受けられない方は、帰りに受付へ

お立ち寄りください。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

週報編集 / 公共イメージ・会報委員会：吉野英樹、山口裕之、福田英彦、鶴田明敏 

西村浩輝、古川直記、岡田文俊、崎山信幸 

本日の出席率７２.０９％：会員数４９名・出席２６名・欠席１２名・出席規定免除会員５名・ビジター０名 

前々回の出席２６名・出席規定免除会員７名 
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１．例会変更・休会 
  ＊佐世保ロータリークラブ 

   日時 ９月３０日（水）１８：３０～ 

      レオプラザホテル佐世保 

   休会 ９月９日（水）・９月２３日（水）    

 
２．来信 
  ■ガバナー事務所 

・ロータリー研究会のご案内 

・米山奨学生出前卓話決定のお知らせ 

１０月２９日 ホン ウンスさん 長崎国際大学 

 ホストクラブ：ハウステンボス佐世保 RC 

 

 

新入会員紹介 
 

稲次 賢一君 

職業分類； 管工事 

勤務先； 株式会社 水栄管工社  

代表取締役 

推薦会員； 宮﨑 正典 君 

 田添 直記 君 

 

建築設備、土木設備の設計施工で生計をたてている

㈱水栄管工社の稲次です、宜しくお願い致します。難

しいことは分かりませんが、分からないまま行動する

のは得意です。たまに大怪我する事もありますので末

永くお付き合いの程お願い致します。 

 

 

 

 

池永 隆司会長・八重野 一洋副会長・宮﨑 正典幹事 
先月に引き続き、今月も新入会員をお迎えする事が

できました。中央会の戦力となる方々に入会いただ

き嬉しい限りです。末永く活動していただきたいと

思います。会員数５０名へ向けて皆様のご協力をお

願いいたします。 

本田 実君 
みなんさん、台風被害はいかがでしたか。会社のほ

うで電柱を支える支柱電柱が根元よりぼっきり。電

線、電話線の垂れ下がりでしたが、昨日無事復旧し

ました。７日の朝からの折れてますよの連絡、あり

がとうございました。 

会員一同 
水栄管工者、代表取締役 稲次 賢一さんのご入会を

会員全員で歓迎いたします。 

 

 

本日の合計    31,000円 

本年度の累計  258,000円 

 

 

 

◆３０周年実行委員会 現況報告◆ 
 

３０周年記念事業 実行委員会 
竹本 慶三 会長 

 
１９９０年９月１９日、４０名

のメンバーとともに佐世保中央Ｒ

Ｃがスタートし、３０周年を迎え

ます。様々な企画を立案、協議し

ておりましたが、コロナ禍等々でなかなか計画通りに

進んでいないというのが現状です。とりあえず、１０

月１日に針尾無線塔の見学者用ヘルメットを贈呈、１

０月８日に記念例会（会員のみ）を開催します。コロ

ナの動きを見ながら年明けて６月までにできる事業を

開催します。 

 
 
 
３０周年記念事業   

井上 亮 実行委員長 
 
記念事業部会 対外事業 

岡 光正 ・ 馬渡 圭一 

記念事業部会 対内事業 

本田 実 ・ 田添 直記 

記録部会   田中 啓輔 ・ 吉野 英樹 

記念式典部会 前田 眞澄 ・ 倉科 聡一郎 

総務部会   片桐 康利 ・ 宮﨑 宗長 

会計     四元 清安 ・ 香月 章彦 

 
 
 
３０周年記念事業  
記念事業部会 対外事業部会 

岡 光正 君 
 
対外事業は創立３０周年記念の

メイン事業であり重要な部会で

す。当初は、池永会長の想いがあ

り「スペシャルオリンピック長崎」の支援をメイン事

業として協議してきましたが、コロナの影響で本年度

の開催が中止となり支援が出来なくなりました。改め

て実行委員会で協議を行い、佐世保市の「観光支援と

文化財保存」に対する事業を行う事に致しました。今

現在決定している事は、「針尾無線塔保存会」に来客

用のヘルメット５０個寄を、１０月１日の職業奉仕委

員会が担当する、針尾無線塔の職場訪問例会にて寄贈

致します。 

その他にも「観光支援」でいろいろと協議しており

ますので、決まり次第ご報告致します。皆様方のご協

力をお願い致します。 
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３０周年記念事業  
記念事業部会 対内事業部会 

本田 実 君 
 
創立３０周年記念旅行ですが、

１１月中旬頃に人吉地区にて企画

して進めていましたが、７月豪雨

災害にて甚大な被害に見舞われ、予定をしていた宿も

災害に会い、本年度中の営業が出来ないとの報告があ

りました。コロナウイルスの影響もありますが、時期

及び場所の再計画をしてまいります。 

 

 

 

３０周年記念事業  
記録部会 吉野 英樹 君 
 
部会長欠席のため、代理で説

明します。 

これまでの経緯としては、式

典で放映する動画、記念誌作成

のための素材収集を行っている段階です。今までにな

い素晴らしい後世に語り継ぐべき記録を残したいと、

田中部会長も仰ってます。 

 

 

 

３０周年記念事業  
記念式典部会 前田 眞澄 君 
 
１０月８日の創立記念例会

は、多くの皆様を招致しての記

念式典、祝賀会は本年度下期に

延期しました。そして１０月８

日は会員限定の創立３０周年例会、懇親会を行いま

す。ソーシャルディスタンスをキープしての懇親会を

行います。今後の親睦系の事業の指針になる重要な懇

親会になるかと思いますのでご協力をよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

３０周年記念事業  
総務 片桐 康利 君 
 
主に記念式典をメインとした案

内・お礼状の作成をさせて頂い

ています。コロナの影響で様々

なパターンの案内文を作成して

います。ぜひこの案内文が活用されるよう願っていま

す。その時は皆様のご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

３０周年記念事業  
会計 四元 清安 君  
 
コロナ禍により記念事業の企画が

いまだ流動的で予算編成ができて

いません。来年までには予定が建

てられるものと思います。 

 

 

 

３０周年記念事業 実行委員会  
指山 康二 副会長 
 
６月までに何とか出来る様に頑張

りたい。３５周年、４０周年とそ

のまま委員を務めリベンジしまし

ょう！頑張ろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＡＡ：馬場貴博君 

次回例会/９月１７日１２：３０～ 


