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本日の出席率８０.５％：会員数４１名・出席３１名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０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。 やっと春に

なったようです。 桜のつぼみが大

きくなり、 そろそろ開花宣言がなさ

れるものと思います。 春本番の暖

かさで花粉が大量に飛散しており

ます。ＰＭ２． ５に合わせて大変な

時期になっております。 ご注意さ

れて下さい。

　４人目の新入会員芥川圭一郎君の入会式でロータリーバッチ

を付けさせていただきます。 非常に光栄に感じております。 ５人

目、 ６人目と面接をさせていただきました。 皆様の承認を得て佐

世保中央ロータリークラブの一員としてロータリーライフを楽しん

でいただく為に迎えたいと思います。 先週も言いましたが、 会

員増強特別委員会の皆様の努力の賜物と思います。 ありがとう

ございます。 いよいよ明日は佐世保北ロータリークラブとの対抗

ゴルフ大会です。牛島中央会会長お世話よろしくお願いします。

私は写真を撮ることで楽しみたいと思っております。

　

　人間は普段特に意識せずに息をしているが、 鼻や口から空気

を吸って酸素を体に入れ、 二酸化炭素を吐き出して呼吸をして

います。 ほとんどが無意識にしています。 これを意識的にする

のが、 普通言われている呼吸法だと思います。 この呼吸が大切

だと色々な分野で言われています。 私が経験しているものでも、

呼吸の大切さを実感しています。 合気道では、 ほとんどの技が

呼吸法を取り入れています。 私が今現在、 一番苦労しているの

が３年前から始めている尺八です。 息継ぎがうまくいかずに音が

出なくなるということになり息苦しくなりますが、 腹式呼吸法を鍛

えていこうと思いながら稽古に励んでいます。 これも私の健康法

の一つです。 ありがとうございました。

 １．例会変更
　　伊万里ロータリークラブ
　　　　 ４月２日( 水） １２：３０→１８：３０～

　　　　 龍水亭　　観桜 ・ 長寿お祝い会のため　 

committee

田雑豪裕 クラブ奉仕委員長
ロータリー情報
　本年度、 岡田文俊君、 小川正信君、 嘉村大輔君、 そして

今日入会された芥川圭一郎君、 計４名の新入会員が入られま

 　伊万里西ロータリークラブ
　　　　４月３日 （火） １８：３０～

　　　　龍水亭　観桜会のため

　  佐世保南ロータリークラブ
　　　　４月１８日 （金） １２：３０→１８：３０～

　　　　佐世保玉屋　姉妹クラブ来訪歓迎観桜会のため　

２．来　　信   

    ・国際ロータリー日本事務局
　　  国際大会信任状

     ・ガバナー事務所
　　  島原南ＲＣ事務所移転のお知らせ

　　　新住所　　南島原市北有馬丁３５－１

　　　　　　　　 　南島原市商工会　有馬統合事務所

　　　Ｔｅｌ・Ｆａｘ　０９５７－８４－３８８３　

　  ・ガバナーエレクト事務所
　　　地区委員長会議のご案内

　　　４月５日 （土） １２：００～　Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ

　  ・釡山蓮山ロータリークラブ
　　　創立２３周年記念式典のご案内

　　　４月１０日 （木） １９：００～　海岩ビル大宴会場

　  ・ロータリーの友事務所
　　　次年度雑誌委員長への 「友」 誌送付について

　  ・公益法人米山梅吉記念館
　　 官報 ２０１４年春号の送付

新入会員の紹介
芥川　圭一郎君
勤務先 ； 株式会社尚美堂

役職 ； 代表取締役

職業分類 ； 貴金属販売

家族 ； 夫人と１男２女



西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 淡々と例会にご出席頂きありがとうございます。

本日より新たしい仲間が増えます。 芥川圭一郎君です。 どう

ぞ、 宜しくお願い致します。 ゴルフの腕前はハンディキャッ

プ４８です。 前田眞澄君が永遠のライバルだそうで、 先日も

同スコアだったそうです。 本年度も残り３ヶ月、 会員増強を宜

しくお願い致します。

本田実次年度幹事
本日は例会終了後、 次年度理事会となっております。 次年

度理事 ・ 役員の皆様宜しくお願い致します。

坂井智照君
推薦者の一人として、 芥川圭一郎君の入会を心より歓迎致

します。

指山康二君・竹本慶三君
待ち望んでいた芥川圭一郎君の佐世保中央ＲＣご入会おめ

でとうございます。 くしくも本日の卓話は国際奉仕委員長 指

山、 国際交流委員長 竹本のクラブフォーラムです。 芥川君

さっそく、 ４月９日から釜山に行きましょう！

JCOB一同（牛島義亮君・岡光正君・前田眞澄君・本田実君・
南部建君・宮崎正典君・四元清安君・田代博之君・崎元英伸君・
池永隆司君・八重野一洋君・田雑豪裕君・井上亮君・大久
保厚司君・浅野訓一君）

芥川圭一郎君の入会を大歓迎致します。

崎元英伸君
３月３０日の結婚記念日に届くはずの花に感謝します。

した。 今月中にあと２名のご案内をさせて頂きます。 年当初５名

の増強を目標にしていましたが、 皆様のご協力もあり達成でき

そうです。 先ほど八重野副委員長と話をしていましたが、 ６月

までにあと２名の入会者を見込んでおり計８名の方が入会予定

です。 入会のときに説明はしましたが、 入会５年未満の会員

は、 クラブ内行事、 地区大会、ＩＭ等は出席義務ということで

ご参加頂きたい。 これは単に出席だけでなく、 ロータリーの

事を理解頂く、 それが退会防止にも繋がると思います。 ５年

未満で退会される方が非常に多いので、 そういう中できまりを

作っています。 反面、 会員の中に一人でも反対者がいれば

入会できるとは限りません。

宮崎正典君
中央会のご案内
　日時　３月２１日 （金 ・ 祝日）　９時集合　９時２７分スタート

　場所　佐世保カントリー倶楽部

　懇親会会場　グランドファーストイン佐世保
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本日の合計　　　　    24,000 円

本年度の累計　　　 708,000 円

《  担当：国際奉仕委員会  》　
＊　第６回クラブフォーラム　＊

指山康二 国際奉仕委員長
　新入会員の方が多くなったので、 「ク

ラブ協議会」 と 「クラブフォーラム」 の違

いを説明します。 クラブ協議会は一つの

テーマに対し、 どうするかと結論を出し、

クラブフォーラムはあるテーマに対して、

現在こうであるけどもどうしていこうかとか、

皆さんの自由な意見を聞いて、 結論は出さなくてもよく、 どうい

う方向性でいこうというディスカッションをすることです。 このあと

は竹本委員長に国際交流委員会についてクラブフォーラムをし

てい頂きます。

竹本慶三 国際交流委員長
 　釜山蓮山ＲＣ公式訪問の案内は会員

の皆様に出しておりますが、 参加人数は

会員１０名、 奥様を含めて１５名くらいに

なります。 驚いたのが、 釜山蓮山ＲＣか

ら創立２３周年記念式典の案内を頂きまし

たが、 去年１０月にこられた会長ではない会長名でした。 会員

数も減っています。

　公式訪問も今回で２３回目ですが、 私自身２０回くらい行って

います。 色んな意味での韓国の移り変わりを勉強しました。 従

来は木曜日が例会日で式典がありますので、 その日に出発す

るのですが、 本年度は２７４０地区の地区大会があり、 会長 ・

幹事は４月１１日 （金） のＲＩ会長代理晩餐会に出席されますの

で、４月１０日（木）・１１日（金）・１２日（土）ではなく、４月９日（水）・

１０日 （木） ・ １１日 （金） の日程で計画しています。

　クラブフォーラムということで、 皆様とお話ししたいのが、 佐世

保中央ＲＣと釜山蓮山ＲＣは姉妹締結クラブで、 毎年お互いの

クラブを訪問しています。 佐世保ＲＣは台湾の台南ＲＣ、 アメリ

カのサンディエゴのラファエロＲＣ。 佐世保南ＲＣは台湾の台

北、 オーストラリアのコストハーバーＲＣと交流していますが、

節目の周年の時だけ訪問しています。 佐世保東ＲＣも韓国の

釜山蓮提ＲＣと姉妹締結をしていますが、 １年おきの訪問です。

この問題は佐世保中央ＲＣと釜山蓮山ＲＣの話し合いにて決定

することですが、 今後の交流のありかた、 皆さんの忌憚の無い

意見を頂きたいと思います。 今回の場合、 釜山蓮山ＲＣの会

員が２０名くらいに減っているので、 負担をかけるのではないか

という心配もあるし、 釜山蓮山ＲＣも現実に他のＲＣと交流され

ています。 新たな考えで、 若いメンバーからの意見で、 違うＲ

Ｃとの交流だったり、 釜山蓮山ＲＣとは交流の回数を減らしては

という意見も聞きたいと思います。

ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／３月２７日１２：３０～

次回献立／助六、ゴボウ天うどん、肉じゃが
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