
佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　　  竹本　進一様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上杉　芳邦様

新入会員の紹介
濵田　憲治君
勤務先 ； あるくファミリア司法書士事務所

役職 ； 代表司法書士

職業分類 ； 司法書士

家族 ； 夫人と２女
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本日の出席率８３.７％：会員数４４名・出席３５名・欠席６名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３４名・メークアップ７名・出席規定免除会員（２）２名

 皆さんこんにちは。 今年のゴール

デンウィークは前後半、 １部２部と

分かれています。 そのゴールデン

ウィークの中日の今日ですが、 皆

さんはどのように過ごされているで

しょうか。 ５月に入り、 あと２ヶ月を

残しています。 もう少しと思う反面、

最後まで気が抜けない気持ちもあ

ります。 しかし残りを淡々と楽しみたいと思います。

　今日も６人目の新入会員の濵田憲治君のバッチを付けさせて

いただきます。 そういう中、 会員増強特別委員会が開かれまし

た。 本当にこの特別委員会があったことで、 現在６名の増員を

させていただいております。 皆様の協力によりできたと感謝して

おります。 ありがとうございます。 まだまだ増強しようと、 会員増

強特別委員会は田雑委員長のもと、 八重野副委員長はじめ委

員、 そして呼び出された会員の方が張り切っておられます。 楽

しみです。 本当に感謝申し上げます。 ありがとうございます。 ま

だまだ行事も予定されております。 会員の皆様のご協力をよろ

しくお願いします。

　私の健康法の一つで、 一年中風呂上りに水シャワーを浴びて

おりますが、 水の冷たさで季節を感じております。 このごろは冷

たく感じなくなり、 春になったと思われるこの頃です。 皆様も体

調に気を付けて、 後半２部のゴールデンウィークを楽しんでくだ

さい。 ありがとうございました。

糸瀬新 職業奉仕委員会委員
職場訪問例会のご案内

５月２２日 （木） １２ ： ００　　西海市オリーブベイホテル集合

　　　　　　　　　　 １２ ： ３０　　例会開始

参加者は２９名です。 参加者の皆様には目的地の地図をＦＡＸ

致します。 車に乗り合い希望の方は糸瀬までご連絡下さい。

牛島義亮 中央会会長
５月１１日 （日） に開催される、 第４２回市内８ＲＣ親睦ゴルフ

は佐世保中央ＲＣは２３名参加で、 本年度は中央ＲＣがホスト

クラブです。 　

 １．例会変
　　ありません。 　　　　 　　　 　　 　  

committee

２．来　　信      

     ・国際ロータリー
　　  ザ ・ ロータリアン　２０１４年５月号

　  ・ガバナー事務所
　　　①新旧ガバナー補佐 ・ 地区委員長懇親会のご案内

　　　　 日時　６月８日 （日） １８：００～

　　　　 場所　佐世保ワシントンホテル

　　　②クラブ表彰と個人表彰についてのお知らせ

　　　③５月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１０２円

　  ・ ガバナーエレクト事務所
　　　２０１４～１５年度地区研修 ・ 協会参加のお礼

　  ・佐世保北ロータリークラブ
　　　創立３０周年記念式典祝電のお礼

　　　

３．伝達・通知　 

　 　 ・ 本日例会終了後、 理事会を行います。 

　    ・ 来週の例会は嘉村大輔君 ・田中啓輔君の卓話です。

　　  ・５月２２日は大島造船所への職場訪問例会です。

　　  ・５月２９日の例会は　芥川圭一郎君の卓話です。 　



Birthday

　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２０日　南部　　建・裕子　ご夫妻
　５月２１日　嘉村　大輔・美智子ご夫妻
　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

佐世保南ロータリークラブ幹事 福田武様
お世話になります。 過去にこだわらず聞いて下さい。

佐世保南ロータリークラブ 竹本進一様
佐世保南ロータリークラブの竹本です。 本日はメークアップ

お世話になります。

佐世保南ロータリークラブ 上杉芳邦様
佐世保南ロータリークラブの上杉です。 よろしくお願い致しま

す。

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。

また、 本日は佐世保南ロータリークラブ幹事 福田武君、 同

じく佐世保南ロータリークラブの竹本進一君、 上杉芳邦君の

ご来訪、 誠にありがとうございます。 心より感謝申し上げま

す。 ガイドネットワークとはなんぞやからの話になるかと思い

ますが、 どうぞ宜しくお願い致します。 また、 ５月１１日、 日

曜日の佐世保８ロータリークラブ親睦ゴルフ大会は、 ご存じ

のように我が佐世保中央ロータリークラブの担当です。 税印

参加で盛り上げたいと思いますので、 ゴルフをしない方も懇

親会には必ず参加されますように宜しくお願い致します。

西村浩輝会長
４月２９日の結婚記念日のお花ありがとうございました。 ４１回

目となります。 プリザーブドフラワーで新鮮さを保つアレンジ

で淡々と気長に楽しめそうです。

山瀧正久副会長
結婚記念日のお花ありがとうございました。

クラブ管理委員会（田雑豪裕君・坂井智照君・田代博之君・
四元清安君・南部建君・八重野一洋君・前田眞澄君）

本日の卓話をお願いしました、 佐世保東山海軍墓地保存会

専務理事 福田武様のご来訪と濵田憲治君のご入会を歓迎

致します。

昭和３0年５月　７日　小川　正信君

大久保厚司君・田雑豪裕君
我々の同級生の濵田憲治君の入会を心より歓迎致します。

一生懸命、 ロータリーして下さい。

本田実君・岡光正君・井上亮君・池永隆司君・八重野一洋
君

４月２７日、 地区研修 ・ 協議会に次年度理事７名で参加しま

した。 昼食は高級ウナギを大久保会長エレクトにご馳走にな

りました。 大久保会長エレクトごちそうさまでした。

橋口佳周君
社用でなかなか出席できません。 委員会の皆様にご迷惑を

おかけします。

南部建君
結婚記念日のお花ありがとうございます。 まだ届いていません

が、 これからも仲よくしていきます。

崎山信幸君
結婚記念日のお花をもらう予定です。 ありがとうございます。

嘉村大輔君
結婚記念日お祝いありがとうございます。 もう２０年になりまし

た。 普段家に全くいませんが、 子供達はすくすく育っていま
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本日の合計　　　　    27,000 円

本年度の累計　　　  816,000 円

佐世保南ＲＣ幹事 福田武様
　佐世保東山海軍墓地は、 海軍鎮守府

開庁から太平洋戦争終結までの間に戦

死 ・ 殉職した海軍関係者、 １７万６千柱

と共に海上自衛隊殉職隊員 （佐世保警

備区内） １３０名余りの霊が弔われていま

す。

　造られたのは、 鎮守府開庁とほぼ同時期、 １８９１年 ( 明治２

４年） 頃のことで、 当時 「東彼杵郡日宇村福石免」 とよばれて

いた土地、 ８９００坪の民有地を買い上げ、 佐世保鎮守府管内

の墓地区画としました。

　墓地内に建立されている碑には、合同碑と個人碑があります。

合同碑は戦前のものが１５基、戦後のものが４７基あり、戦艦 「金

剛」、「羽黒」、「那智」、「妙高」、空母 「飛龍」、「瑞峰」、「雲龍」、

「大和」 とともに沈没した巡洋艦 「矢作」 や、「海大７型潜水艦」

の２０分の１の姿を碑とした 「佐世保鎮守府潜水艦合同慰霊碑」

などがあります。 また、 ビルマ、 ラバウル、 ニューギニアなど

の各方面海軍部隊の太平洋戦争における戦線別の慰霊碑も

建立されています。

《  佐世保海軍墓地   》　



ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／５月８日１８：３０～

次回献立／天丼、赤出汁、酢物
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　個人碑は戦前のものが４３７基あり、 当初は甲・乙・丙 ・丁･

戊の５区に分けられ、 甲区は少佐以上、 乙区は兵曹長以上、

丙区は下士官、丁区は兵と上の方から階級の高い順に配置し、

そして戊区は合同碑とされていました。

　その中には３名の陸軍兵士、 ドイツ人で明治３２年７月２１日

病死と記載されているクルスチャン ・シュミット三等期間水平、

「美しき天然」 の作曲者田中瑞穂軍楽長、 黄海海戦ににおい

て「勇敢なる水兵」として軍歌にもなった三浦虎次郎三等水兵、

日露戦争の旅順港閉塞作戦における広瀬武雄夫中佐の指揮

官付だった杉野孫七兵曹長などがあります。

　平成１５年には、 海軍戦没者及び海上自衛隊殉職隊員の慰

霊碑として 「海の防人の碑」 が、 市制１００周年及び海上自衛

隊５０周年を記念し建立されました。

　当墓地は、 戦前は海軍管理の国有地でしたが、 昭和３４年

に佐世保市の管理となってから 「東公園」 として整備され、 昭

和６０年に結成された 「海軍墓地保存協力会」 や自衛隊の協

力により元の姿を取り戻しました。 現在は、 「社団法人佐世保

東山海軍墓地保存会」 が管理を継承し、 墓地の保存、 整備

に努めています。

　戦前は生存者や遺族の方々によって行われていた慰霊祭も、

参加者の高齢化に伴い、 年々参列者が少なくなり、 取りやめ

たりしていますが、 合同の慰霊祭としては、 ５月２７日の 「日本

海戦記念式典」、 ８月１４日の 「お盆供養」、 秋には佐世保市

主催の 「戦没者追悼式」 それに海上自衛隊主催の 「追悼式」

などが、 毎年開催されています。
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