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本日の出席率７５.６１％：会員数４１名・出席２８名・欠席１１名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター １名

前々回の修正出席率１００％：出席３３名・メークアップ７名・出席規定免除会員（２）２名

　水道管の修理に来た人と口論に

なり、 殺人事件に発展して本人は

自殺する。 今年は 「ちょっと」 し

たことで｢殺人事件」 に発展するこ

とが例年より多いように思います。

　また米国では、 母親を殺して、

小学校で銃を乱射し、 多くの人命

を奪い自殺する｢青年」。 小学生

が学校に銃を持ちこみ乱射するなど、 人命軽視の事件が多い

ようです。 日本は銃社会でなかったことを幸いに思います。 会

員の身近な人が事件に巻き込まれないよう願っております。

　また、 「会長、 今年は会長の誕生祝いをしますから、 私にお

任せください」 といわれ、｢そんなことは気にせずにいいよ」 と返

事はしたものの、 言った言葉とは裏腹に、 「チョトシタ期待感」

を抱いてから、 ２ヶ月半。 いまだリアクションは何も、 何もありま

せん。 こうなれば４月の釜山蓮山ロータリークラブ訪問時に個人

的に接待してもらいます。 前田幹事宜しくお願いします。

　また｢酒」 の話ですが、 同じ酒好きでもその飲み方によって、

体に与える影響はずいぶん違うようです。 いい例が 「肝硬変」

です。 「一人酒場でむっつりと」 というような暗い酒の人に多い

そうです。 一人で飲む酒が悪いのは、 精神的なストレス ・ 憂さ

を晴らすための酒であっても、 肉体的には胃・ 肝臓 ・心臓に何

らかの負担をかけてしまいます。 特に悩み事 ・ やけ酒 ・ 飲みた

くもない相手と飲む酒は禁物です。 飲むなら、 楽しく、 明るく飲

むことがいいでしょう。 年末年始飲む機会が多い方は 「お酒に

飲まれないよう」気を付けてください。 　　会長挨拶を終わります。

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　 西沢　雅幸様

１．例会変更
　   ありません。 　　

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ①２０１２～１３年度ＲＩ会長賞に関するお知らせ

　 ②仙台空港にロータリーのバナーを掲示し被災者を見守る

　　　プロジェクトへの支援のお願い

　 ③１月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝８２円

　 ④ロータリー財団第２回補助金セミナーの案内

　　　日時　２０１３年１月２６日 （土） １３時～１７時

　　　場所　西九州大学　神園キャンパス

　 ⑤会員増強 （ＳＡＫＵＪＩ作戦） への取り組みについて

３．伝達・通知
　○来週１２月２７日と来々週１月３日は定款第６条第１節により

　　 休会と成っています。 お間違えの無い様お願いします。  

　　 また、 各会員会社へ FAX 案内も改めてさせて頂きます。

　○残念なご報告ですが２００７年より約５年間在籍を致して

　　 おりました川﨑洋一君より１２月６日付けで退会届が提出  

　　 されました。 １２月１３日役員・ 理事３分の２以上の承認が 

　　 あり、 退会届が受理されました。 本日、 最後の例会にご

　　 出席いただいておりますので後ほどご本人より皆様に退

　　 会に当たってのご挨拶を頂きます。

昭和２２年１２月　９日　山瀧　正久君
昭和２８年１２月１４日　大久保厚司君
昭和１６年１２月２５日　松尾　英機君

１２月　１日　牟田　憲市・良子　ご夫妻
１２月　７日　岩政　　孝・敏子　ご夫妻
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四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
前回、 忘年家族例会は多くのメンバーと奥様方にご出席い

ただき、 ありがとうございました。 池永委員長を始め親睦活

動委員会の皆様、 お疲れさまでした。 特に楽器を演奏して

いただきました鶴田明敏君、 大久保厚司副会長、 八重野一

洋君、 浅野訓一副幹事、 大変楽しませていただきました。

ありがとうございました。 本日は 「半年を振り返って」 という事

でお話をさせていただきます。 最後までよろしくお願いしま

す。

　
大久保厚司副会長

①Ｂｉｒｔｈｄａｙプレゼントありがとうございます。

②忘年家族例会では浅野君とともにへたなバンドで申し訳あ

　 りませんでした。 ４回も練習したのに。

③前田幹事、 まぐれイーグルおめでとうございました。 幹事

　 もちでパーティーしましょう。

牛島義亮君
先週は私の嫁の誕生日パーティーに多数ご出席いただき、

ありがとうございました。 おいしい料理と鶴田さん、大久保君、

浅野君の素晴らしい生演奏に感激しました。 前田君、 ケー

キもおいしかったですよ。 みやびのケーキならもっと良かった

んですが。

山瀧正久君
今月、 誕生日です。 これからもよろしくお願いします。

田端茂君　
今年も一年お世話になりました。 来年のよろしくお願いしま

す。

本田実君　

親睦活動委員会ハイウェイゴルフコンペにて一位を取りまし

た。 やはりゴルフは練習ではなく隠しホールにて、 いかに多

く打ったかの運ですね。

岡光正君
佐世保中央ロータリークラブに入会させていただき， ２回目の

誕生日を迎えました。 これからも頑張ります。 よろしくお願い

いたします。

池永隆司親睦活動委員長
先日の忘年家族例会、 お疲れさまでした。 会員並びにご夫人、

ご家族の方の多数のご出席をいただき、 無事終了する事ができ

ました。 来年ももう少し事業が残っておりますので。 皆様のご協

力よろしくお願いいたします。

本日の合計　　　　   12,000 円

本年度の累計　　　531,000 円

四元清安 会長

昭和４０年１２月　６日　岡　　光正君
昭和４５年１２月３０日　宮崎　正典君

■ 半年を振り返って ■

　皆さんこんにちは。 衆議院選挙も終わり自民党が２９議席と圧

勝し、 民主党政権から自由民主党 ・ 公明党の連立政権へと３

年半ぶりに戻りました。 政権与党安倍総裁に期待が集まり、 円

安・株高に向かっているといわれています。 景気回復に向かっ

てもらいたいものです。 また外交問題では、 中国 ・ 韓国の領

土問題、 忘れてはならないロシアとの北方領土問題など問題

は山積しております。 中国は軍事力拡大により、 領土 ・ 特に

海洋利権の拡大を狙って、 日本は勿論のこと東アジア ・ 東シ

ナ海の領土問題でフィリッピン等各国と争っています。 北朝鮮

は｢長距離ミサイル」 の開発に成功し近々核実験も行われると

聞いています。 お隣の韓国でパク ・ クネ氏が韓国初の女性大

統領になりました。 竹島問題が今年みたいに大問題ならないよ

うお願いしたいと思います。 何よりも各国の経済問題に発展し

ないようお願いしたいものです。 個人的に日本国は、 米国との

パートナーシップの再構築を急がなければならないと感じてい

ます。

　「今年半年を振り返って」 というテーマを頂きましたので、 記

憶をたどりながらお思いつくまま述べたいと思います。

　２０１２年～２０１３年　国際ロータリーテーマ｢奉仕を通じて平和

を」 のもと、 今年７月より 「集う仲間への感謝 ・ 新しい出会い ・

友情の輪がロータリーの力」 クラブスローガンに運営をしてまい

りました。

　最初の｢海の日」 の清掃は雨で中止となり残念でした。 また８

月の納涼例会は、 グランドベルズでの開催となり、 なぜか会長・

副会長 ・ 幹事三役が浴衣姿での参加となり、 三役の方たちに

は浴衣一式を買うはめになり多大な出費をして頂きご迷惑をお

かけしました。 親睦活動委員会の皆様には楽しい企画をという

ことで｢てきや池永商店」 を開店していただきました。 おかげさ

まで会員の皆様、 ご家族の皆様と共にゲームに興じ、 楽しい

夜を過ごさせていただきました。 ９月には山口二郎ガバナー補

佐公式訪問、 １０月には福元裕二ガバナー公式訪問、 創立記

念例会とたて続きの例会となり忙しい月となりました。 創立記念

例会には釜山蓮山ロータリークラブの訪問を受け翌日には国際

奉仕・国際交流委員会の企画により大分県日田温泉の鵜飼い・

別府温泉の地獄めぐりとお疲れ様でした。 釜山蓮山ロータリー

クラブメンバーも大変喜んで頂いたと思います。 しかし釜山蓮

山ロータリークラブメンバーの背広の上から浴衣を着る着方に

はおどろきました。
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ＳＡＡ：田端茂君

次回例会／１月１０日１８：３０～

次回献立／正月弁当雑煮付き

前もって現地調査をされた井上副委員長、 田代直前会長、 有

難うございました。 また山瀧ＳＡＡにはバスの提供、 旅行２日

間のバスの運転の八重野会員お疲れ様でした。

　１１月の社員招待例会では職業奉仕委員会の皆さん、 御苦

労さまでした。 会場を提供して頂く牛島会員にはいつもお世話

になっております。 またロータリークラブを簡単に紹介するビデ

オを作成して頂いた川﨑委員長には感謝申し上げます。

　また社会奉仕委員会の主催で東日本大震災復興支援チャリ

ティバザーを親和銀行本店前で行いました。 ほぼ１０万円ほど

の益金が集まりました。 これは各メンバーが各家庭にあるお中

元・お歳暮など、 バザー商品になりそうなものを提供して頂き、

忙しいにも関わらずお手伝いをして頂きました。 佐世保市民の

皆様に東日本大震災で被災された方たち、 被災した各県にま

たがる地域の復興が進んでいないということを認識していただく

ために社会奉仕委員会として安易に義援金を募るのでなく復興

支援はまたまだ数年数１０年かかるものと想定しチャリティバ

ザーを開催することでテレビ佐世保の取材を要請し、 取材を受

けメディアを通じて中央クラブの取り組みを紹介することで、 ク

ラブ会員にも地域の皆様にも認識して頂くため企画して頂いた

ものです。 ガバナー事務所から依頼があった東日本大震災復

興支援金については、 １月開催の市内８ロータリークラブ会長・

幹事会で議題に上がりましたので各クラブの対応に合わせて検

討したいと思います。 また社会奉仕委員会には老人介護施設

“燦” の訪問をして頂きました。 これは長崎県立佐世保特別支

援学校とのコラボによる地区方針の｢夢計画」 に基づき継続事

業として行ってもらうためです。 特別支援学校の希望として太

鼓演奏など特別支援学校の生徒が取り組んでいることの発表

の場が欲しいということ、 また訪問される側として他団体の人達

との交流が生活の刺激・癒しになるということ、 我がクラブとし

ては地域社会に会員の奥様を中心としたコーラス ・コスモスを

まきこんで地道に貢献できるということを証明するためです。

　先週致しましたハウステンボス ・デハールでの忘年家族会、

鶴田バンドに大久保副会長、 浅野副幹事、 八重野会員を交

えての演奏は大人の雰囲気をだした品格のある例会であったと

思います。 無事前半の半年間を乗り切ることができました。

　またプログラムの進行がスムーズに行きましたのはクラブ管理

委員会の皆様、ＳＡＡのご協力のおかげだと思っております。

理事・役員の皆様のご協力は勿論のこと会員の皆様、 御家族

の皆様のご理解とご協力があってのことだと思っております。 感

謝申し上げております。

　また 「年次総会」 の後、 次年度の活動が始まりました。 さり

ながら今年度はあと半年間残っております。 親睦活動委員会

の新年例会、 延寿会。 新世代奉仕委員会のライラ、 世界平

和フォーラム 「広島大会」 への参加。 国際奉仕・国際交流委

員会の釜山蓮山ロータリークラブの公式訪問。 社会奉仕委員

会の特別支援学校とコラボする、 今一度の施設訪問など行事

は沢山残っております。 来年半年間の皆様のご協力をお願い

致しますとともに、 来年こそは良い年になりますように祈念いた

しまして終わりたいと思います。「一陽来福」有難うございました。


	1049-1
	1049-2p
	1049-3p

