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本日の出席率８０.９５％：会員数４２名・出席３１名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは、 我クラブのほ

とんどの会員の方に朗報があります。

　１１月１０日 「佐世保の町を飲み

歩こう」 という佐世保の中心部の

飲食店を巡るイベント 「佐世保バ

ルさるく」 が初めて開催されるそう

です。 詳細は実行委員長の遠田

さんと一緒に３名の方の写真が読売新聞に掲載されておりまし

た。 写真の隅っこにひかえ目に映っていた平岩会員にお聞きく

ださい。

　また、 久々に韓国に行ってまいりました。 今回の訪問は、 佐

世保東南ロータリークラブとエデュオンロータリークラブとの懇談

会の付き添いとして出席してまいりました。 そして釜山蓮山ロー

タリークラブの裵会長と李総務と佐世保中央ロータリークラブの

創立２２周年の打ち合わせをしてまいりました。

　驚いたことが２つありまして、 一つはエデュオンロータリークラブ

の会長が女性であったということ、 創立して３年目であったことで

す。 また２つ目は懇談会の会場がゴールデンビューというホテル

で、 そしてたまたま国際ロータリー第３６６０地区２０１１年－１２年

度会長会発足式が台風１６号の影響で延期になり２４日に開催さ

れていました。 立派な会場で就任式典が挙行され初代会長に

釜山蓮山ロータリークラブのビョン会長が就任されました。 その

就任式典に特別に参加させていただき四元 ・ 前田・ 八重野が

ビジターとして紹介され大変恐縮してまいりました。 韓国では同

年度の会長会が結成され、 続いていくとは長年訪問しておりま

したが、 知りませんでした。 泊がロッテホテルでしたので、 長期

滞在中の福沢君の一時帰国を２階会場にて交渉してまいりまし

たが、 滞在者を増やす結果となりました。 力不足を反省いたし

まして会長挨拶を終わります。

１．例会変更
　　伊万里ロータリークラブ

１０月１０日 （水）→１０月１１日( 木） １８：３０～

　伊万里迎賓館　伊万里西ＲＣとの合同観月会開催のため

　　 伊万里西ロータリークラブ
１０月１１日 （木） １８：３０～　

伊万里迎賓館　伊万里ＲＣとの合同観月会のため

２．来　　信
・ガバナー事務所
   坂井智照社会奉仕委員長へ 「ガバナー月信」 掲載用

　「社会奉仕セミナー報告」 執筆のご依頼

・佐世保西ロータリークラブ
佐世保市内８ＲＣ合同 福元裕二ガバナー公式訪問歓迎会

のご案内

日時　１０月９日 （火） １８：００　　場所　ホテル万松楼

３．伝達・通知
○ＩＭについて

　 担　 当：第５グループ佐世保西ＲＣ　

　　　　　　　ＩＭ実行委員長　西浦 隆洋 委員長

　 日　 時 ：２０１３年２月２３日 （土） 予定であったが調整にな

　　　　　　  る可能性がある。

　 対象者 ： 入会５年未満

　　　　　　　第５ ・ 第６グループ合計１００名程度の予定

　 内　 容： パストガバナーによる基調講演 ・ 懇親会

○クールビズの期間が本日の例会をもって終了となりますが、

　 まだ残暑が厳しいと思われますので、 来週例会までクー

　 ルビズ期間を延長いたします。

○本日、 第１回指名委員会が開催されます。

　 場所 ：セントラルホテル佐世保

　 時間：１８時３０分～

桑名北ロータリークラブ　　　　　　　　　　山下　三男様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　 古賀　良一様

桑名北ロータリークラブ　山下三男様
山瀧さんのロータリークラブに伺いました。 よろしくお願いい

たします。
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佐世保南ロータリークラブ　古賀良一様
久し振りのメークアップです。 四元会長、 元気で頑張っていらっ

しゃいますね。 健康に留意されおつとめ下さい。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
先日、 八重野君の先導で釜山に事前調査に行ってまいりま

した。 来月の創立記念事業の打ち合わせが目的でしたが、

結局先方にお酒をおごってもらい、 飲んだだけに終わりまし

た。 本日は第３回クラブ協議会です。 社会奉仕委員会の皆

様、 よろしくお願いします。

崎山信幸社会奉仕委員長
皆さんこんにちは ! 本日のクラブ協議会は社会奉仕委員会担

当です。 本来ならば例会の貴重なお時間、 担当委員長とし

て全力投球をするところでございますが、 誠に申し訳ござい

ませんが、 ９月定例議会最終日にて出席がかないません。

委員長より優秀な岡副委員長が頑張りますので、 最後まで

お付き合いよろしくお願いいたします。

坂井智照君、岡光正君、富永博美君、田雑豪裕君、本田実君、
馬場貴博君、八重野一洋君

本日は崎山委員長は欠席ですが、 社会奉仕委員会担当の

「第３回クラブ協議会」 です。 よろしくお願いいたします。

牟田憲市君
２０１２～１３年度中央会成績はちょっと横に置いといて、 馬が

当たりましたので、 ニコニコします。

山瀧正久君
桑名北ロータリークラブの山下三男様のご来訪を歓迎します。

香月章彦君
先日はセミナー講師をさせていただきました。 出席していただい

た皆様、ありがとうございました。 お耳よごしの話で失礼しました。

池永隆司君
何も話題がないので、 ノーコメントです。

本年度、社会奉仕委員会活動事業の概略説明　

１． １１月２４日 （土） 親和銀行本店前にて

　　「東日本大震災復旧 ・ 復興支援チャリティバザー」 開催の件

２． １２月１日 （土） 介護老人保健施設 「燦」 と日を改めて、　

　　 来年あかり崎荘の２カ所予定。 これから理事会に提出する

　　 事業として、 「特別養護学校児童と養護施設入所老人と　

本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　328,000 円

■ 第３回クラブ協議会 ■
岡光正 社会奉仕副委員長　

　　 の交流プロジェクト」 を行う予定です。 　　 

　この事業に関しては地区補助金の申請を行い、 地区補助金

９万円の決定をいただいております。

　内容につきましては、 障がい児童の和太鼓発表と施設入所

老人との交流を図ります。 また、 当クラブのコーラス 「コスモス」

の方々にもご協力をいただき、 歌を通じて交流を図り、 楽しい

事業になるように努めます。 本年度の社会奉仕委員会概略で

すが、 皆様方のご協力よろしくお願いいたします。

　本年度、 地区において社会奉仕委員長を務めておられます、

坂井智照委員長に社会奉仕全般のお話をしていただきたいと

おもいますので、 バトンを渡します。

坂井智照 地区社会奉仕委員長　
　本年度ＲＩテーマは 「奉仕を通じて平和を」 であります。 また、

ＲＩの社会奉仕に関する決議声明には 「ロータリーにおいてそ

の全てがその個人生活、 事業生活、 および社会生活に奉仕

の理想を適用する事を奨励、 育成することである」 とあります。

本年度の活動方針では、 この 「ＲＩテーマ」 と 「決議声明」 に

掲げる精神を規範とし、 常に個々のクラブが連携を保ち、 また

各地域との一体感を持って活動するとしました。 また、 この方

針において 「連携を保つ」 「一体感を持つ」 ということを強調し

ましたのは、 そこにロータリーならではの意味があると信じるか

らです。 ロータリーという団体だからこそ行える奉仕活動の利点

とは、 １つの目標やテーマにそって、 助け合い、 補い合い、

また協力し合い行えるということです。

　東日本大震災以降の日本では 「絆」 という言葉が広まり、 つ

ながりという意識が老若男女を問わず浸透していったと思いま

す。 さらには、 その関わり合いの中であらためて、 また客観的

に日本人というものを見直すことができたのではないかと思います。

世界では様々な評価があります。 しかし我々自身が、 日本人

とはこうであるというものを今年のロンドンオリンピックで強烈に感

じ取られたことと思います。 サッカーのサムライ ・ なでしこ

JAPAN、 女子バレーなどのチームスポーツ、 またフェンシング

男子団体、 男女水泳のリレー競技、 アーチェリー女子団体、

またパラリンピックにてのゴールボールなどの団体競技では、

まさに 「つながり」 がもたらした感動を皆さん受け取ったことと

存じます。

　「絆」 や 「つながり」 など言い方は様々ですが、 何にせよ手

に手を取り合う関係が生み出す 「力」 は素晴らしいものであり、

これこそが日本人に元来備わる能力とも言えるのではないで

しょうか。 皆さんはアスリートではありません。 しかしロータリア

ンであるという誇りと絆のもとに、 きっと素晴らしい奉仕活動をお

こなっていただけるものと信じ、 またさらなる向上にご期待申し

上げます。

ＳＡＡ：浅野訓一君

次回例会／１０月４日１２：３０～

次回献立／ビーフカツ、サラダ、コンソメスープ
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