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本日の出席率７３.３％：会員数４５名・出席２９名・欠席１２名・出席規定免除会員（４）４名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席２６名・メークアップ１５名・出席規定免除会員４名

　本日は地区出向者の報告となっ

ています。 ２７４０地区社会奉仕委

員会の坂井智照委員長とクラブ奉

仕統括委員会の井上亮委員の卓

話です。

　本年度行っていただいた委員会

での活動の報告と 「ロータリアンの

心得とは何か ? 」 について深く話してもらいます。

　ロータリアンの心得への私の見解は 「クラブ会員相互の親睦を

中心に奉仕活動に寄与することである」 と感じています。 簡潔

に云うと自己の仕事を高潔化して地域に望まれる仕事を行う。

例えば相次ぐテロや紛争により、 その発生地区では公衆衛生が

不備であるため 「ポリオ撲滅」 という奉仕活動をしなければなり

ません。

　ですから、 それ以前の人と人との繋がりである国際的な子供た

ちを一人でも多く育てることに着手したいと考えます。 換言する

と、 ショートステイ、 交換留学生や職業留学生などローターアク

トやインターアクトに重きを置いて， 個人の意識をもっと高めてい

きたいものです。

　今月４月２６日の市議選はご苦労様でした。有権者２０６,５２１人、

投票者数１０６,８６０人、 投票率５２.７４％　(２００７年６６.８％， ２０１１

年６０.１９％) でした。 定数４名減の中で新人５名が当選し、 現役

と元議員が２名落選という激戦の中、 おかげさまで本会員の 「さ

きやま信幸」 市議会議院が２２７９票獲得し ( 獲得率２.２％)、 １５８

票 (０.２％) 僅差とはいえ、 ３度目の当選を果たされました。 誠に

おめでとうございます． 佐世保中央ＲＣの最後の追い込みが当

選の鍵を握ったのではないかと思います。 西海市では２年後に

戸浦善彦議員が控えております。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

１．例会変更

　　 佐世保西ロータリークラブ

　　　　５月１９日 （火） １２：３０～　　　ホテルローレライ　　  　　　 

２．来　　信　

・国際ロータリー

      ザ・ロータリアン　２０１５年４月号、５月号

・国際ロータリー日本事務局

　　　５月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１１８円

・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

　　　②大村北ＲＣ事務所移転のお知らせ

　　　　 新住所　大村市東本町２－３　福谷ビル３０１号

　　　　 電話、ＦＡＸ、 メールアドレスの変更なし　

・ガバナーエレクト事務所

　　　次年度地区委員推薦のお礼　　　　　 

・（公財）佐世保地域文化事業団

　　　アルカス SASEBO ジュニアオーケストラ第３回定期演奏会　

　　　開催のご案内　　　　　　　　

佐世保ロータリークラブ　　 　　　　　　　 　円田　昭様                         

 committee

崎山信幸君

　先の佐世保市議会選におきまして、 メ

ンバーの皆様方におかれましては、 大変

お世話になりました。 なんとか３期目の当

選を果たすことができました。 ４年間しっ

かり頑張ってまいります。 今後ともご指導

よろしくお願い致します。

川島千鶴君

　うぐいす後半、 弱冠枯れそうになりつ

つ、 どうにかコントロールして最後まで持

たせることが出来、 お願い出来ました。

皆様方の応援、 深く感謝致します。 痩

せる予定が栄養吸収が良かったのか顔

が丸くなってしまいました。 　
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本日の合計　　　　　 53,000 円

本年度の累計　　　 758,000 円

佐世保ロータリークラブ 円田昭様

大久保会長、 本田幹事の活躍ぶりを拝見に参りました。 残り

２カ月頑張って下さい。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

４月最後の例会、 あっという間に１年の三分の一が過ぎまし

た。 子供より大人のほうが色々な経験を積み重ねているから

１年が早く感じるそうです。 今日は１年間地区に出向して頂い

た、 坂井智照君、 井上亮君の卓話です。 よろしくお願い致

します。

大久保厚司会長

崎山市議、 おめでとうございます。 友愛基金お待ちしており

ます。

西村浩輝直前会長

崎山信幸君の３期目の市議当選おめでとうございます。 又、

結婚記念日のお祝いの花、 ありがとうございました。

牛島義亮君 ・四元清安君

崎山君のご当選をお祝い申し上げます。

山瀧正久君

結婚記念日のお花、 ありがとうございました。

岡田文俊君

４月から四ケ町のくっけん広場が新体制になりました。 「町の

駅」ということでインフォメーションのボランティアで娘が手伝っ

ております。 色々、 町の情報がありましたら連絡下さい。

香月章彦君

１９日に、 「地区研修 ・ 協議会」 に出席させて頂きました。 職

業奉仕委員会…奥が深すぎました。 う～ん、 難しい…です。

溝上次年度会長、 ステーキごちそうさまでした。 おいしくい

ただきました。

先週２０日、 結婚記念日を迎えました。 クラブよりお花を戴き

ました。 ありがとうございました。 このところ、 何回目の結婚

記念日だったかを数えるのに、 娘の年齢が基準となってし

まっています。 やや反省しています。 その娘が所属する佐

世保北高校の定期演奏会が、 ５月３日、 １３時３０分より開催

されます。 島原まで歩かないかたで、 お時間のあるかたは、

是非お立ち寄り下さい。 入場無料です。

八重野一洋君

皆さん、 こんにちは。 明日５月１日 （金） 当ホテルで開催さ

れている倫理法人会のモーニングセミナーで卓話をさせて頂

くことになりました。 問題はひとつ！朝起きれるかです…。

崎山信幸君

先般の佐世保市議選におきまして、 無事当選を果たすこと

ができました。 最後は苦しい戦いでしたが、 メンバーの皆様

方の最後の一押しを頂きましての当選でございます。 心より

御礼申し上げます。 四年間しっかり頑張ってまいりますので、

今後ともよろしくご指導を賜りますようお願い申し上げます。

落ち着きましたら、 ロータリー活動も頑張ります。

井上亮 地区クラブ奉仕統括委員

　２００４～２００７年の３年間はロータリー

財団、 ２０１０～２０１３年の３年間は会

員増強委員会、 ２０１３～２０１５年の２

年間はクラブ奉仕統括委員会に出向し

ました。 そして、 次年度もクラブ奉仕

統括委員会に出向要請がきましたので、 後１年地区にお世

話になる予定です。

　クラブ奉仕統括委員会は会員増強委員会と同じ活動内容

です。 会員増強委員会ではサクセスジャパン（SAKUJI作戦）

と名付けた会員増強プロジェクトを開始することになり、 現在

まで少しずつ成果が現れてきました。 このプロジェクトは友

人 ・ 知人を本人承諾の上、 他地区のクラブに照会するとい

う全国的な作戦です。

　さて、 会員増強、 退会防止には例会の活性化が重要と

考えます。 楽しい例会、 魅力ある例会を実現する必要があ

ります。

①例会場の雰囲気は？

②年間のプログラムは？

③会長のスピーチの内容は？

④会食時間の設定は？

⑤卓話の時間、 内容は？

などクラブ全体でもう一度チェックして、 毎週の例会を楽し

みに出席できるよう創意工夫することが良い結果を生み、 出

席率向上、 会員増強、 退会防止につながり、 奉仕活動の

活性化、 会員相互の親睦など相乗効果が期待できると思い

ます。

坂井智照 地区社会奉仕委員長

　本年度ＲＩテーマは 「ロータリーに輝

きを Light Up Rotary」 です。 また、ＲＩ

会長ゲイリー C.K. ファン氏は 「輝ける

ロータリーであれば、 そのロータリーに

よる奉仕で世界に輝きをもたらすことが

できる」 と述べています。

 ■ 地区出向者卓話  ■
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ＳＡＡ：四元清安君

次回例会／５月１４日１８：３０～

職場訪問例会／洋食松花堂弁当

　これを読み解きますと「輝けるロータリー」は必須事項であり、

またその見据える先に 「世界へ届く輝き」 というものが大きな

目標であると思います。 しかし、 一人のロータリアン、 一つの

クラブ単位、 または地区単位の力で 「世界」 という大きなもの

の全体を考え、 相対することは大変難しいことです。 である

ならば、 どのような方法で世界へ輝きを届けられるのかが課

題だと思います。

　話は変わりますが、 昨年１１月１０日、 悪性リンパ腫でお亡く

なりになった俳優高倉健さんは、 ２０１３年に映画俳優としては

森繁久彌氏に次ぐ、 ２人目の文化勲章を受けています。 イン

タビューでは 「私みたいにヤクザ映画ばかり出ていた俳優が

いただけるとは、 夢にも思いませんでした」 と感想を述べて

おられました。 またそのコメントの最後には 「長くやっていれ

ば見ていてくれる人がいるものだと思った」 と感謝の気持ちを

語っていました。 映画俳優としての５８年、 ２０５本の映画に出

演した名優の輝きは名実ともに世界中から称賛を受けていま

す。 まさにこの姿こそが、 我々が見習うべき姿だと思います。

　輝きとは伝わっていくものです。 しかしその伝わり方をコント

ロールするのは、 受け取る側であって、 無理に届けるもので

はありません。 例え歩みは遅くとも、 きちんと手元に届く 「奉

仕による輝き」 を我々は目指すべきだと考えます。 さらに、 そ

の先にきっと世界中が輝きに包まれる日があると、 全てのロー

タリアンが信じるべきです。

　「今後も、 この国に生まれて良かったと思える人物像を演じ

られるよう、 人生を愛する心、 感動する心を養い続けたいと

思います。」

　高倉健さんの言葉です。皆さんも其々の立場において、ロー

タリアンで良かったという誇りのもと、 きっと素晴らしい奉仕活

動をおこなっていただけるものと信じ、 またさらなる向上にご

期待申し上げます。
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