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本日の出席率７２.７２％：会員数４５名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ１１名・出席規定免除会員３名

　創立２４周年記念式典と懇親会

はお疲れ様でした。

　国民体育大会は昭和３６年 （１９

６１年） から、 国のスポーツ振興

法に定める重要行事の一つとし

て、 日本体育協会・文部科学省・

開催地都道府県の三者共催で行

い、 都道府県持ち回り方式で、 今年で６９回目を迎えています。

長崎では１９６９年以来、 ２度目の開催です。

　長崎がんばらんば国体は２０１４年 １０月１２日 （日） ～１０月２２日

（水） の１１日間で１２日の開会式は台風１９号の影響の中、 天皇、

皇后両陛下をお迎えして諫早市の県立総合運動公園陸上競技

場で総合開会式が行われ、 どうにか開幕できました。

　３４競技８１種別の中、 県勢は２９競技で選手２５４人が出場し

ています。 佐世保市での正式競技の予定は８競技で、 成人男

女ホッケー、バレーボール少年・女子、ハンドボール、自転車 ( ト

ラック）、 ソフトテニス、 軟式野球、 アーチェリー、 空手があり、

デモンストレーションとして３ B 体操、 スポーツチャンバラが開催さ

れます。

　大会２日目の１３日は台風１９号による影響で、１０競技 （体操、フェ

ンシング、弓道、レスリング、セーリング、カヌー、テニス、自転車、

ゴルフ、 アーチェリー ) の正式競技のほか、 公開競技の高校野

球 （軟式 ・ 硬式） が中止となり、 正式競技のソフトテニス、 本田

幹事が審判を務める公開競技のトライアスロンは、 開始時刻や

競技内容を変更して行われ、 その後、 各競技は順調に進行し

ています。 １０月１５日終了時点の総合成績 （天皇杯） で３位、

なんと２０日時点では１位、 季別男女総合では１位となっておりま

す。 皆さんでこの大会を盛り上げていきたいと思います。

　因に、 国体とはその国の基礎的な政治の原則を指し、 日本語

の文脈で使用される際，通常は 「天皇を中心とした秩序 （政体）」

を意味する語となっています。

　本日の卓話は「フェースブックについて」香月君が説明します。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 ありません。 　　　　

　　

２．来　　信

・ガバナー事務所

　①クラブ HP にて 「ロータリー文庫」 リンクのお願いと資料　

　　 寄贈のお願い

　②地区社会奉仕セミナー開催のご案内

　　　　 日時　平成２７年１月３１日 （土） １３時３０分開始

　　　　 場所　ザ パラダイスガーデン サセボ （崎岡町）

　 

３．伝達・依頼 

　　 ・１０月でクールビズを終了しますので、 １１月の例会よりネク

　　　 タイ着用をお願い致します。

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 松本　一盛様                         

昭和２２年１０月　２日　古川　直記君
昭和２９年１０月１９日　四元　清安君

１０月　３日　長富　寿人・章子　ご夫妻
１０月１１日　田雑　豪裕・美知子ご夫妻
１０月１５日　田代　裕之・顕子　ご夫妻
１０月１９日　橋口　佳周・裕子　ご夫妻
１０月２１日　鶴田　明敏・弘子　ご夫妻
１０月２８日　牛島　義亮・真喜子ご夫妻

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

台風接近のなか１２日より長崎がんばらんば国体が始まりまし

た。 オープンセレモニーも激しい雨、 風にもあわず、 無事

行われていました。 今日の卓話は 「フェイスブックについて」
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香月章彦君

　先週、 佐世保中央ロータリークラブの

Facebook アカウント (Facebook を利用す

る権利のようなもの ) を取得し、 ページを

開設しました。 当ページは、 佐世保中

央ロータリークラブの広報活動の一環とし

て開設しましたので、 当クラブ会員以外の方にも閲覧して頂け

ます。

　是非、 ご自身が参加した委員会活動や行事などの際に撮影

した写真に簡単なコメントを添えて、 当ページへの投稿して、

当クラブの活動を広報して下さい。 お願いいたします。

　また、 まだ Facebook を利用したことのない方は、 是非この機

会にご自身の Facebook アカウントを取得して下さい。

　本日は、 スマートフォンを利用している方の Facebook アカウ

ント取得方法について、 説明します。

1. まずは Facebook のウェブサイトにアクセスします。 ブラウザ

　　を起動し 『facebook』 と検索してページを探すか、　　　　　　

　  http://www.facebook.com/ にアクセスしましょう。

2. Facebook のログイン画面が表示されます。 アカウント登録

　　が済んでいないユーザーは、 ページ下部の ［新しいアカウ

　　ント を作成 ] をタップ（指先で画面をポンとたたくこと）します。

本日の合計　　　　    8,000 円

本年度の累計　　  362,000 円

またまた香月君にお願い致します。

田雑豪裕君

結婚記念日の花、 ありがとうございます。

四元清安君

誕生日のお祝いありがとうございます。

岡光正君

長崎がんばらんば国体が開催されております。 私、 佐世保

市会場の警備責任者をさせてもらっています。 国体開催期

間、 「おもてなし」 の心で無事故で終える事ができますようニ

コニコします。 ちなみに当社は体育文化館担当です。 私は

いませんが差し入れは受け付けております。

平岩義明君・馬場貴博君

先週の創立記念例会には多数の皆様にご出席いただき、 大

変ありがとうございました。 本日は早退して沖縄に参りますの

で、 ニコニコします。

■佐世保中央ＲＣのFacebook開設について■

3. 氏名やメールアドレス、 性別、 生年月日、 パスワードを入

　  力し、 〔アカウント登録〕 をタップします。

4. 登録したメールアドレス宛に送られてくる確認メールに番号　

　  コードが記載されていますので、 それを入力して [ 承認 ] を

　  タップします。

5. 続けて、 氏名の漢字及びカナを入力します。 後からの変更

　  は原則できませんので、 間違えないように慎重に入力しま   

　　しょう。

6. Facebook を使うのに便利な公式アプリのダウンロードの紹  

　　介があります。すぐに使いたい場合は[インストールする]を、

　　いま必要ない場合は [ 次へ ] を選んでください。

7. 必要項目を入力すれば Faceboo 登録完了です。 まず初め  

　　に表示されるのは、 「ニュースフィード」 と呼ばれる友達の

　　近況投稿や、 Facebook ページが投稿した写真など、 様々

　　な情報が表示される画面です。 ここから近況や写真を投稿

　　したり、 現在いる場所を伝えたりすることができます。

8. 左上の三本ラインのアイコンをタップするとメニューが表示さ

　　れます。 ここからメッセージやグループ、 イベントなど、 様々

　  な Facebook の機能を使うことができます。

 「フェイスブックナビ」 参照

ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／１０月２３日１２：３０～

次回献立／がめ煮、小鉢、鯛サラダ、味噌汁
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