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本日の出席率７８.０４％：会員数４１名・出席３０名・欠席９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３１名・メークアップ８名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 「三枝の礼」

という言葉があります。 これは鳩の

習性から生まれた言葉で、 「鳩の

子は親が止まった枝より三つ下の

枝にとまる習性がある。 その鳩が

親を敬う姿を見習いなさい」 という

意味です。 本当にそう言う習性が

あるかどうかは疑問ですが、 鳩が

それだけ人間にとっては身近な存在だったということです。 ５月２

２日～２３日までライラが若い人々の指導者及び善良な市民とし

ての資質を伸ばすことを目的に佐賀県北山自然の家で開催され

ます。

　自分を顧みますと礼儀がなっていない時があります。ロータリー

は品格を重んじる会でもあります。 青少年の模範となるような行

動をとるよう努めなければならないと思います。

　先週は観光の町宮崎県宮崎市に行ってまいりました。 安倍ノミ

クスで観光客が増加していると聞いていましたが、 そんなに市内

は観光客が増加しているとはとても思えませんでした。 タクシー

の運転手さんに聞きますと、 まだまだ景気回復とは言い難いと

言っていました。 シーガイヤのほうは順調に経緯しているとのこ

と事実かどうかは分かりませんが、 集客が約４０％伸びたと発表

したハウステンボスと、 いまだ景況感を感じられない佐世保市繁

華街のような状況に似ていると思いました。

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　野田　大介様

１．例会変更
　   ありません。

　２．来　　信
・国際ロータリーより
   ロータリー補助金ニュース

    　ザ ・ ロータリアン　５月号

　 ・２０１３～１４年度ガバナー事務所
　　 地区協会参加のお礼

　　 次年度資料の送付

　 ・山口二郎第６グループガバナー補佐
　　 計数目標取り組み状況、 ガバナー補佐訪問日の状況報告

　　 のお願い

　・佐世保市環境部
　  空き缶回収キャンペーンのご案内

　　日　　　時　６月２日(日） 午前９時～

　　集合場所　佐世保市役所本庁玄関前広場

　　　　　　　　　またはＪＲ佐世保駅広場

　　　　　

３．伝達・通知
  　 ○５月３０日の第１０６１回昼の例会を夜の例会に変更致しま

　　　　す。 内容と致しましては先般報告しました当クラブ牛島義

　　　　亮会員に藍綬褒章授章報告を行っていただこうと思って

　　　　います。 尚、 改めて各会員会社の方へ FAX にてご案内

　　　　させていただきます。

溝上純一郎 職業奉仕副委員長
　５月２３日（木）職場訪問例会の件です。 海上自衛隊護衛艦「い

せ」 で行います。 身分証明書を忘れないよう、 １１時３０分まで

にセントラルホテルに集合して下さい。 集合時間の厳守をお願

いします。 バスにて基地内に入ります。 宜しくお願いします。

崎山信幸 社会奉仕委員長
　６月２日 （日） 「空き缶回収キャンペーン」 についての協力の

お願いです。 市役所前広場に８時４５分に集合して下さい。 宜

しくお願いいたします。
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本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　810,000 円

次年度幹事　野村和義君
先日１２日ハウステンボスで行われたクラブ協議会のご報告を致

します。

次年度会長　西村浩輝君
　今回の基調講演は、 野口パストガバナーでありまして、 大変

楽しみにしていましたが、 内容は規定審議会の事について話

され、 中でも地区協議会が地区研修協議会に変更になるとゆ

うことで、 又職業分類の中で主婦とゆうカテゴリーが加えられま

した。 新世代奉仕の名称が、 元に戻り青少年奉仕に変更して

もよいとのことでした。 この裁量権は各クラブに委ねるとのことで

あり、 私は名称については昨年度同様で行きたいと思います。

今回の協議会に参加して頂いた皆様に最後まで帰らずに参加

していただいたことを感謝致します。

クラブ奉仕部会　田雑豪裕君
　最初から最後まで参加しました田雑です。 「ロータリーはクラ

ブ奉仕から始まる」 というテーマで始まり、 クラブ奉仕がロータ

リーの要であるとゆう事、 またクラブ奉仕イコール会員拡大で

す。親睦関係では活動が充実しなければ会がうまく回りません。

ＲＩ会長が提唱された 「サクジ大作戦」。 これはサクセスジャパ

ンの事です。 内容は色んなところからの紹介による新規会員の

掘り起こしミッション、 全国の仲間からの広域にわたる会員紹介

システムの構築であります。 来年度は増強２名を目標にというこ

とです。

職業奉仕部会　崎元英伸君
　地区の駒井委員長より映像での説明でありましたので、 今回

はその中身をかいつまんでご報告いたします。 四つのテストの

ビジネス的解釈で　「真実かどうか？　Is it true ?　」 商取引に

おいて商品の真実、 納期、 契約条件に嘘、 偽りがないかどう

か？非常に大切な部分です。 ８０％の真実とゆうように心を表

すアナログ的な判断であり、 事実とは事があったか？否か？を

二者択一で決めるデジタル的判断です。 ここでは事実かどうか

嘘いつわりがないかと解釈するべきでしょう。

　「みんなに公平か？　Is it fair to all concern? 」　フェアーと

オールコンサーンの言葉の解釈に問題があり、 フェアーは公

平ではなく公正であり、 オールコンサーンは関わりのある人関

係する人つまり取引先でありここでは全ての取引に対して公正

かどうかとゆうことです。 好意と友情をふかめるか？　Will it 

build GOOD WILL and BETTER FRIENDSHIP ? グッドウィルは

単なる好意や善意ではなく商売による信用、 評判を表しその取

　５月　３日　竹本　慶三・多恵子ご夫妻
　５月　５日　坂井　智照・啓子　ご夫妻
　５月　５日　崎山　信幸・やよい ご夫妻
　５月　９日　福田　英彦・ちづ子 ご夫妻
    ５月１９日　芥川浩一郎・悠子　 ご夫妻
　５月２０日　南部　建・裕子　 ご夫妻
　５月２４日　八重野一洋・貴久実ご夫妻
　５月２８日　松尾　英機・澄恵    ご夫妻

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆様、 こんにちは。 先週は例会を欠席いたしまして、 ご迷

惑お掛けしました。 本日は第１０回クラブ協議会で、 先日行

われました２０１３～２０１４年度地区協議会の報告ということ

で、 いよいよ本年度のでる幕も無いのかという感じですが、

まだ事業も３つほど残っております。 よろしくお願いします。

西村浩輝次年度会長、野村和義次年度幹事
本日のクラブ協議会は、 先日行われました地区協議会の報

告です。 指山さんが最初から最後まで一滴のビールを飲む

ことなく研修に参加されましたので、 ニコニコします。

野村和義次年度幹事
毎夜、 毎夜、 水月をご利用いただき誠にありがとうございま

す。 さて、 先日行われました次年度ＳＡＡ・ 親睦活動委員会

の合同委員会におきましては、 自分の立場も忘れ一人でデ

レデレ惚気まくってしまいました。 福田先生を始め平岩、 本

田両委員長には大変ご迷惑をお掛けいたしましたので、 幸

せの半分をニコニコいたします。

芥川浩一郎君
５月３日、 脳卒中にて佐世保労災病院へ入院しました。 皆さ

んへご心配をかけ申し訳ありませんでした。

松尾英機君
結婚記念日のお祝い、 ありがとうございました。 ４８回目の結

婚記念日になりました。 ５０回の金婚式までなんとか離婚をせ

ずに頑張ります。

福田英彦君
一年に一回のニコニコです。 結婚記念日に素晴らしいバラの

花をいただき、 感激しました。

坂井智照君
結婚記念日のお花ありがとうございます。

崎山信幸君
５月５日の子どもの日に我が家に素敵なバラの花が届きまし

た。 結婚記念日祝いの花、 ありがとうございました。

■ 第 11 回クラブ協議会 ■
　　《地区協議会報告》
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ＳＡＡ：指山康二君  　次回例会／５月２３日１２：３０～　職場訪問例会　海上自衛隊護衛艦「いせ」

引先でありここでは全ての取引に対して公正かどうかとゆうこと

です。

　「好意と友情をふかめるか？　Will it build GOOD WILL and 

BETTER FRIENDSHIP ?」 グッドウィルは単なる好意や善意で

はなく商売による信用、 評判を表しその取引がよりよい人間関

係を高め、 取引先を増やすかどうか？と考えるべきでしょう Will 

it be BENEFICIAL to all concerned ? ベネフィットは利益とゆう

ことでその取引で全てのものが適切な利潤を得ることか出来る

かどうかとゆうことでしょう。 以上の解説がありました。

新世代奉仕部会　岩政　孝君
　インターアクト ・ ローターアクト ・ ライラ ・ 交換留学生について

話がありましたが、 現在では佐世保ロータリークラブが西海学

園との間でインターアクトがありましたが、 数年前から断ち切れ

の状態であります。 またローターアクトについては１８歳から２８

歳まででその後ロータリークラブに引っ張ろうとゆうことですが、

これも活発な動きがありません。 現在の環境が、 このシステム

ができた当初より大きく環境が変化しているため、 非常に難し

い部分があります。 交換留学生についてはリスク管理委員会が

出来ました。 これは交換留学生に対するセクハラ等の危機管

理をする委員会です。 但しこれを聞くと女性の交換留学生の

受け入れが二の足を踏むような事になるのではと危惧します。

ロータリー財団部会　指山康二君
　ロータリー財団は変わります。 ポリオが全滅に近いとゆうこと

で、 次年度からは夢計画とゆう名のもとに新しく変わります。

１１月くらいには財団が計画の説明にくるので、 田雑委員長は

プログラムの中に組み込んでください。 またロータリーのビザ

カードが出来ましたので０ .３％をロータリー財団に寄付される仕

組みになっています。 皆さん、 どしどし申し込みましょう。

社会奉仕部会　坂井智照君
　ロータリー財団の山田委員長の卓話を次年度は組んでいただ

きたい。 本題は時間がある時にゆっくりご報告いたします。
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