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第６グループガバナー補佐　　　　　　　　川﨑　伸一様

佐世保ロータリークラブ　 　　　　　　　　　土井　弘志様

　　　　　　　　　　　　　　　　　  田中丸善弥様

第1090回　平成25年10月31日号

本日の出席率７７.５％：会員数４０名・出席２９名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター３名

前々回の修正出席率１００％：出席２８名・メークアップ１０名・出席規定免除会員（２）０名

　皆様こんにちは。 秋らしい季節

になってきました。

台風２９号が発生していますが、

フィリピンの東海上にあり、 西へと

進んでいますので日本には影響

はないと思われます。 １０月の台

風もこれでどうにか発生が収まった

ようですが、 PM２ .５が襲ってきて

います。 十分注意されて下さい。

　社会奉仕委員会が先週開かれました。 １１月９日（土）のバザー

の品物の提供をよろしくお願いします。 １１月１７日 （日） には、

地区社会奉仕セミナーとロータリー財団地区補助金行事である

施設訪問が重なってしまいました。 会員の皆様のご協力をよろ

しくお願い申し上げます。

　天高く馬肥ゆる秋ということで、 食欲が増す季節になってきま

した。 私の健康法の一つを話させていただきます。 これも西式

健康法です。 小食こそ健康法の基本ということです。 昔から腹

八分目と言われておりますが、 現代の食生活では十分栄養があ

るものが身の回りにはあふれています。 今は、 腹六分目でも良

いのではないかと思われます。 小食の習慣を身につけるという

か生活の中に取り入れたとき、 健康に繋がるものと思います。 と

いうことで、 私が実践していることは、 朝食抜き、 コーヒー１杯で

済ますことができるようになりました。 昼は軽く、 ただ木曜日の昼

食はおいしくいただくことができます。 晩酌はしております。 ビー

ルを健康のために淡々と飲んでいます。 ビールを飲むと食事は

小食になります。 それが良いのではないかと思っていますが、

如何なものでしょうか。 これから寒くなります。 皆様も健康に気

を付けていただきたいと思います。

ありがとうございました。 坂井智照 地区社会奉仕長
　社会奉仕交流プロジェクト映像を四元清安直前会長の卓話

の前にながしますので、 ご覧下さい。

宮﨑正典 社会奉仕副委員長
　１１月　９日 （土） 東日本大震災チャリティーバザー開催。

　１１月１７日 （日） えぼし ・ 赤木学園学園祭に参加します。

　【中央会のご案内】　１１月２３日 （土） 佐世保平戸ＣＣで開催。

 １．例会変更
　　佐世保東ロータリークラブ
　　　　 １１月１４日( 木） １２：３０→１１月１６日( 土） １１：００～

　　　　 市瀬農園　芋掘り蜜柑狩り家族会のため

　　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
　　　　 １１月　５日( 火） １２：３０～

　　　　 ハウステンボス 「トロティネ」　例会場使用不可日のため

　　　　 １１月１２日 （火） １２：３０→１１月１７日 （日） １０：００～

　　　　 市瀬農園　芋掘り蜜柑狩り家族会のため

　　　　 １１月１９日 （火） １２：３０～

　　　　 ハウステンボスレストラン船 「デハール」

　　　　 例会場使用不可日のため

２．来　　信
    ・ロータリー情報研究会
　　　情報誌送付のお知らせ

    ・ガバナー事務所
　　  ①社会奉仕セミナー開催のご案内

　　　　 日時　１１月１７日 （日） １３時３０分開会

　　　　 場所　佐世保市労働福祉センター

　　　②新しいロゴマークについてのお知らせ

　　　③１１月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１００円

　  ・長崎がんばらんば国体・長崎がんばらんば大会大会実行委員会
　　  県民運動リーフレットの送付

３．依頼･伝達
　　 特にありません。



ＳＡＡ：大久保厚司君

次回例会／１１月７日１２：３０～

次回献立／季節の弁当

第1089回　平成25年10月24日号 P .2

第６グループガバナー補佐  川﨑伸一様　
本日は普通のメークアップに参りました。

佐世保ロータリークラブ  土井弘志様
久しぶりに伺いました。 西村会長様はじめ本日は宜しくお願

いします。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
月末のお忙しい中、 淡々と例会にご出席いただきありがとうご

ざいます。 また、本日は川﨑伸一ガバナー補佐、佐世保ロー

タリークラブの土井弘志君、 田中丸善弥君のご来訪を、 誠

にありがとうございます。 心より歓迎申し上げます。 本日は四

元清安直前会長卓話となっております。 お褒めのお言葉は

本人へ、 苦情は幹事にお願いします。 会長、 副会長は寝

ないで最後まで聞きますので、 四元直前会長、 どうぞ宜しく

お願い致します。

四元清安直前会長
本日は直前会長卓話ということでお話をさせていただきます。

卓話の前に社会奉仕委員会のビデオがあるそうです。 私の

話はなるべく短いほうがいいと思いますので、 寝不足の方は

遠慮なくお眠りください。

牛島義亮君
結婚記念日のお花ありがとうございました。 １０月２８日の３５回

目の記念日は妻と２人きりの食事会でもと思ってましたが、 前

田君に邪魔されてしまいました。 妻への愛情よりも友情をとっ

てしまった自分を反省してニコニコします。

本日の合計　　　　   　7,000 円

本年度の累計　　　 379,000 円

   《　 会員卓話 　》 　 
四元清安 直前会長
「最近の悪いはやりについて」
　最近ニュースで居酒屋において、 料理

に髪の毛が入っていたなどの些細なこと

で店員を呼び、 店員の謝る態度が気に

入らないと、 店長を出せとクレームを言っ

てたまたま店長が不在だったので、 そのことを伝えるとお前のと

ころの店は客に対する態度がなっていないと、 二人の店員に

土下座をさせたことがニュースになりました。 土下座を強要する

人が多くなっているようです。 また我が子が学校で 「いじめ」

を受けていると思い込んだ母親が、 謝りに来た指導係の先生と

担任に謝罪せよ土下座を強要し、 近くの公園みたいなところで

地べたの上で土下座をさせたことにより、 たまたま怪我をして松

葉づえを使用していた母親が、 松葉づえでその二人をこずい

たことにより警察に逮捕された事例があるそうです。 謝罪イコー

ル土下座と勘違いしているのではないでしょうか。 謝罪も強要

が過ぎると逮捕される事態になることがあるようです。 日曜日の

ドラマ 「半沢直樹」 の影響が大きいと思いますが、 また 「土下

座の神様」 という映画が封切られて更に拍車がかかったのでは

と思います。 ドラマ ・映画の影響は大きいようです。

　また、 一流レストランでの食材の誤表記問題が報じられてい

ますが、 例として芝エビを使用していると表記しながら仕入れ

単価が半値以下の普通のエビを数年間使用し、 表記変えずに

放置していた。 このことは誤表記ではなく、 故意に偽装をして

いたと思われても仕方がないと思います。 最近の商ビジネスの

中の一部の一流ホテルレストランおいて、 食を提供するホテル

側が利益を追求するあまりコストの削減に励みすぎ、 その結果

社会通念上の倫理が無視されお客様に対して迷惑をかけてい

ると報じられました。 反省をして頂きたいものです。 けっして利

益を追求することは悪いことではありません。 適正な利潤を得

ることは健全な会社運営、 お客様に対するよりよいサービスに

つながると思います。

　ロータリーの標語の中に 「四つのテスト」 というものがあります。

①真実かどうか　②みんなに公平か　③行為と友情を深めるか

④みんなのためになるかどうか　ロータリアンならずともこの言葉

に照らし合わせた行動をとればこのようなことは起こらないと思

います。 また四つのテストの英文を直訳して、 表現①は本当

かどうか　②関係する人たちに公正か　③はそのままで、④は関

係する人みんなのためになるかどうかと考えてもいいように思い

ます。 ロータリー活動の意義を考えるいい機会だと思います。

　また、 佐世保市内において先日タクシーによる死亡事故があ

りました。 我々同業者にあっては、 明日は我が身と考えさせら

れます。 いつ自分の会社に起こってもおかしくない事例です。

わが社も創業６０年の間に２回の死亡事故を経験しております。

一つは子供の飛び出しによる衝突事故。 もう一つは深夜トラッ

クにはねられた人に気付かず、 もう一度轢いた事故です。 事

故を起こしたほうも起こされたほうも、 非常に悲しい思いを致し

ます。 亡くなられた方の家族の方の無念の思いは、 計り知るこ

とができません。 「安全・安心・快適にお客様を目的地へ運ぶ」

ことをモットーとしているタクシーが一番気をつけなければいけ

ない事です。 反省を込めて全従業員に安全運転についての

心構えを再教育しているところです。

　また、 １１月２８日・ ２９日に市内タクシー業者の乗務員を対象

に運転者講習会を開催しております。 毎年一回２部構成で行

われているのですが、 今年は佐世保署の交通部長に講師に

なって頂き、 「交通安全」 について市内で起こった実際の事故

例などを挙げて講和されました。

　

岡光正 職業奉仕副委員長
　１１月１４日社員招待映画例会について

　出席者が２１６名になりました。当日は宜しくお願い致します。
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