
ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　 川副　源太郎様

第1102回　平成26年2月6日号

本日の出席率７３.２％：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２８名・メークアップ１１名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。 異常な気候

が続いております。 寒暖差がひど

く、 日曜日には宮崎県では２５度

の 「真冬の夏日」 を観測されてお

ります。 １０度以上の乱高下の気

温で、 温度差ヒートショックで体調

を崩される方がいらっしゃいますの

で、 体調には気を付けて下さい。

私共も孫が体調を崩して、 そして親に移りそしてジジババの私

の方へと移りつつありますので気を付けたいと思います。

　先週皆さんへ配られた 「抜萃のつづり、 その七十三」 の中を

パラパラと覗いてみると昨年１１月２７日１０７歳で亡くなられた曻

地三郎さんの記事がありました。 皆様にお勧めする健康法 「さ

ぶちゃんの十大習慣健康法」 というものがありました。

　　１、 まず笑顔。

　　２、 冷水摩擦。

　　３、 曻地式棒体操。

　　４、 祈る。

　　５、 一口三十回噛む。

　　６、 語学講座を開く。

　　７、 新聞を読む。

　　８、 よく話す。

　　９、 日記を書く。

　１０、 硬いマットに上を向いて寝る。

　以上十項目です。 この曻地三郎さんを知ったのは、 曻地さん

が９８歳位の時ではないかと思いますが、 講演を拝聴した時でし

た。 時間前にトイレに入った時、 となりで元気よく小便する人が

いたんです。 このじいさんは何者かと思いました。 すると舞台に

上がったのがその人だったんです。 昔、 ６０年前の小学校５ ,６

年生のころ、 「しいのみ学園」 という宇野重吉主演の映画を学

校から連れていかれて観たことを思いだし、 この先生まだ生きて

いらしたのかと思いましたが、 先ごろ１０７歳でなくなられておりま

す。 元気で長生きを私も見習いたいと思っております。

 １．例会変更
　　ありません。 　
　　　　

 ２．来　　信   

    ・国際ロータリー
　　  半期報告書　 

    ・ガバナー事務所
　　  ①２０１４年度地区補助金クラブの参加資格認定覚書提出　

　　　　 のお願い

　　  ②ブランドリソースセンター開設のお知らせ

　　  ③ロータリー文庫ホームページへリンクのお願い

　  ・佐世保ロータリークラブ
　　　次年度第１回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

      日時　３月１２日 （水） １８：３０～

　　  場所　馨　

　　

　  ・一般社団法人ロータリーの友事務所
　　　２０１４～１５年度版ロータリー手帳お買い上げのお願い　

３．伝達・依頼
　　・牟田憲市君の住所が変更になりましたので、 お知らせします。

　　　新住所　〒857-0053　常盤町５－５－１３０５　

committee

井上亮 親睦活動副委員長
　２月１３日 （木） 延寿会の件　

　福石観音の祈願祭は１６時で案内しておりましたが、 １６時３０

分に変更です。 参加される方は１６時２０分までに集合下さい。



２月　３日　岡　　光正・晴美　ご夫妻
２月　９日　山口　裕之・和子　ご夫妻
２月１４日　浅野　訓一・由美　ご夫妻
２月２２日　岡田　文俊・順子　ご夫妻
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第6グループガバナー補佐 川﨑伸一様
本日は久々の訪問となりますが、 第３回目のガバナー補佐と

しての訪問となります。 宜しくお願致します。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ会長 川副源太郎様
川﨑ガバナー補佐に随行して訪問させていただきましまし

た。 実は朝から用事で朝食もとってないので、 お腹がペコペ

コです。 お弁当がおいしくいただいてニコニコです。

西村浩輝会長・山瀧正久副会長・馬場貴博幹事
２月に入り本日は急に雪になりました。 寒くなったり、 暖かく

なったり体調の管理には皆様くけぐれも気を付けて下さい。

本日は川﨑伸一ガバナー補佐、 川副源太郎ハウステンボス

佐世保ＲＣ会長のご来訪を心より歓迎申し上げます。

山瀧正久副会長
長男が結婚しましたので、 ニコニコします。

大久保厚司君
川﨑ガバナー補佐のご来訪感謝致します。

＊　第６回クラブ協議会　＊

前田眞澄君
　佐世保中央ロータリークラブのロータ

リー情報委員会は、 毎月 1 回第 3 例会

日に行っています。 内容に関しては基本

的に個々の委員にお任せしていますが、

題材のベースとしては、 ロータリーの特

別月間に準じて題材を選択したり、 あるいは時期的なもの、 時

事的なものに絡めて題材を選択している様です。 皆様にお伝

えするロータリー -情報の情報量は莫大なものが有ります。

八重野一洋君
　我がクラブは５人会員増強の目標で

す。 現在３人増強であと２人で、 目標は

達成する見込みです。 今は５名以上の

拡大を目標にしております。

南部建君
　昨年１１月に社会奉仕委員会の事業で

は、 えぼし学園・赤木学園にて行なわ

れた学園祭に、 佐世保西高等学校の太

鼓部・佐世保市立清水小学校の吹奏楽

部が訪問し、 演奏会と共に、 交流が行

本日の合計　　　　   22,000 円

本年度の累計　　　 550,000 円

■ 第３回ガバナー補佐訪問 ■
川﨑伸一 第６グループガバナー補佐
　目的は、 上半期の経過を野村幹事に

お聞きすることでしたが、 入院されてい

ると言うことでありましたので、 事務局よ

り実績をお聞きしました。

　会員増強が、 昨年７月１日付けで３８名でしたが、 現在４１

名ということで３名の増強、 それと米山記念奨学会等の寄付

等の金額も確認しましたが、 着実に進まれていますので、 残り

５ヶ月活動がスムーズに行くことを祈念致します。

《 プログラム委員会 ・ ロータリー情報委員会担当 》　

牛島義亮君
先日の２月２日、 私の誕生日の前夜祭に四元君、 福田先生、

平岩君、 井上君、 前田君、 池永君、 糸瀬君、 たくさんのお

祝いありがとうございました。 おかげでうちの女房も大変喜ん

でいました。 その一部をニコニコします。 ついでですが、 確

か四元君のお祝いをしたような気もしますが…

岡田文俊君
来週で６４歳になります。 カブからブタです。 私がお手伝い

をしている「１００年の森」の植樹祭が３月９日に開催されます。

そのポスターを後日お届けします。 お手数ですが、 掲示を、

ご参加を宜しくお願いします。

岡光正君
２月３日は節分、そして２３回目の結婚記念日でした。素

敵なお花ありがとうございました。

宮崎正典君
Ｂ型インフルエンザ、 ウイルス性胃腸炎 （ノロ） の為、 一か

月ぶりに出席しました。 これからもよろしくお願いします。

Birthday

昭和３５年２月　１日　野村　和義君
昭和２７年２月　３日    牛島　義亮君
昭和３２年２月　９日　平岩　義明君
昭和４６年２月　９日　山口　裕之君
昭和２５年２月１０日　岡田　文俊君



ＳＡＡ：溝上純一郎君

次回例会／２月１４日１８：３０～

於いて／佐世保ワシントンホテル・桜川
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なわれた。 また今年の６月は特別支援学校の子供たちに演奏

をしてもらう予定です ・

四元清安君
　ロータリー情報として、 ロータリーの雑

誌などにも掲載されている情報 （綱領 ・

四つのテスト ・ 他のクラブの活動） を、

確認の意味も含めお知らせいたします。

坂井智照君
基本方針
　例会等においての、 卓話の質、 及び

タイムリーな話題性は、 会員のモチベー

ションを高め、 出席率向上、 会員増強

への要因の一つとなり、 かつ対外的には

当クラブに対する評価につながる。 そこで、 より質が高いプロ

グラムを委員全員で企画し実行していく。

活動計画
１、 年間でプログラムを組み、 タイムリーなテーマの卓話を心　 

　　 がける。

２、 適宜、 プログラム委員会を開き、 活動計画を練る。

３、 プログラム委員全員参加で、 質の高い卓話者を招く。

４、 委員会の日は従来通り、 当該委員長の卓話を行う。

５、 新入会員と先輩会員とが、 その人となりや功績等を理解し

　　 合えるよう、 会員による卓話 （会員の日） を例年以上に設 

　　 け、 お願いしていく。

６、 新入会員のイニシエイション ・ スピーチを適宜予定する。

７、 インフォーマルミーティング※の報告会を行う。 

※インフォーマル ・ ミーティング (IFM) とは、 かつて 「炉辺談

話｣｢炉辺会合｣(Fireside Meeting) と言われた集いは、 名称に

「座 談 会」｢家 庭 集 会｣「情 報 集 会」 （す べ て Informed Group 

Meeting） などと変遷があった。 現在この言葉そのものが 「手

続要覧」 には見られなくなったが、 単なる親睦会には終わらな

い、 と言う精神は生きている。 （ロータリー用語便覧より）
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