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本日の出席率８０.９５％：会員数４８名・出席３４名・欠席９名・出席規定免除会員（９）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率９５.６５％：出席３３名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席８名

　本日は岡田文俊副会長に卓話を

お願いしております。 地域 ・自衛

隊でのボランティア活動や社会教

育団体の運営などを積極的に行

われている経験談も伺いたいと思

います。

　さて５月１２日に第５ ・ ６グループ

インターシティミーティング （ＩＭ）

が行われ当クラブから入会５年未満者他８名参加しました。 主

題は 「魅力あるロータリー活動」 として、 グループ討議が行わ

れ発表の中では、 「生涯の友を作れる場を目指す」 「会社の業

績を上げる為の情報収集や人脈づくりを願う」等の意見が多かっ

たようです。 これらを実現する為には、 まず会員同士お互いの

事を知る事が大切だと思います。 その為に毎週の例会をはじめ

色々な活動の中で懇親を深め信頼関係を作り、 その後各企業

の取り引きなどに発展して行けば良いと感じます。
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１．来　　信
　　■ガバナー事務所
　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　①10 月15日 社会奉仕セミナー

　　　　　　　　　（ロータリー児童虐待防止 プレゼン資料）

　　　　　②コーディネーターニュース 2018 年 6 月号

　　■ロータリー米山記念奨学会
　　　　 ・ ハイライトよねやま 218 号完成のご案内

　　■佐世保青年会議所
　　　　 ・「長崎ブロック大会ＩＮ佐世保」 大会式典のご案内

　　　　　　日時　６月３日 （日） １０：００～

　　　　　　会場　アルカスＳＡＳＥＢＯ中ホール　

　　

２．依頼・伝達
　　　　 ・ 先週土曜日ＩＭに新入会員４名と牛島ﾊﾟｽﾄ会長 ・ 岩政

　　　　　会長 ・ 幹事７名で参加致しました。 ロータリーの魅力に

　　　　　ついて意見が交わされ、 参加者も運営側も非常に良　

　　　　　かったとの感想でした。

　　　　 ・５月１５日火曜日市内８ RC の会長 ・ 幹事会がＨＴＢホテ

　　　　　ルヨーロッパの吉翆亭で行われ、 岩政会長、 幹事、 そ

　　　　　して事務局員も参加致しました。

 5 月　1 日　有吉　中　・征子　ご夫妻
５月　３日　竹本　慶三・多恵子 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

昭和３５年５月　８日　片桐　康利 君
昭和５２年５月２９日　倉科　聡一郎 君

（※大久保厚司君は該当月欠席だったため）

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
先日ＩＭご参加の皆様ありがとうございました。 おかげで

好評だったとしない８ＲＣ会長 ・ 幹事会で報告がありまし

た。 お誕生日・結婚記念日の皆様おめでとうございます。
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本日の合計　　　　     12,000 円

本年度の累計　　　  1020,018 円

福田 英彦君
結婚記念日のすばらしい花束ありがとうございました。 もうす

ぐ５０年になりますので、 ５０年には盛大にお祝いをしようと

思っています。 ロータリーからの花束より大きな花を用意しよ

うと考えています。

松尾 英機君
５４回目の結婚記念日です。 お花ありがとうございます。

南部 建君
結婚記念日のお花ありがとうございます。 まだ届いてません

が、 いつもロータリーで思い出しています。

野村 和義君
サラッと聞き流してください。 ５月２０日に行われます、 「黒島

のアポロン」の上映会が盛会になります様記念申し上げます。

気象庁による週間天気予報によりますと、 当日の天気はくもり

時々晴れ、 降水確率１０％とありがたい予報が出ていますが、

気象庁の予報もあてになりません。 先日行われる予定だった

気象庁の運動会は雨で中止になりました。

八重野 一洋君
結婚お祝いありがとうございます。 先日家内と娘にグアム旅

行をプレゼントしました。（スズキの招待旅行で無料です(笑)）

ニコニコします。

吉野 英樹君
皆様こんにちは。 田植えは順調に進んでいますか？本日より

３日間当店に於いて 「茶市フェア２０１８」 開催中です。 ボロ

儲けを祈念し謹んでニコニコいたします。

宮﨑 宗長君
ＩＭへ参加してきました。 駒井ガバナーの基調講演から始ま

り、 「共通点発見ゲーム」 「グループディスカッション」 と濃い

内容でした。 他のロータリークラブの方とも顔見知りとなり、

大変貴重な体験となりました。 特に駒井ガバナーの基調講

演の中で 「佐賀県＆長崎県はロータリアンが多い」 ということ

をお話しされました。 今も大切にされているロータリー観を基

礎に、 歴代のガバナー、 クラブのベテラン会員のおかげだと

お話されており、 まさしく当クラブも大先輩方々の築いてこら

れた歴史があってこその今なんだなっと敬服しております。

　５月は青少年月間です。 先週の特別支援学校の現状報告に

続いて、 映画 「坂道のアポロン」 の時代背景の理解を深めるこ

とで、 今に通じる青少年の考え方の変化を考えてみましょう。 こ

の映画でシネマボックス太陽さんが観客動員数も売上げも日本

一になられたそうで大慶至極です。 只、大ヒットまでは行かなかっ

たようです。 如何にジャニーズ事務所が絡んだ映画でも吉永小

百合さんと春休みのドラエモン以下のアニメには分がなかったよ

うです。 ジャニーズもスマップからトキオまでトラブル続きです。

芸能界も時代の嵐なのでしょう。 その一方で、 この映画は話の

テンポが速すぎて若い子にはよく分らない。 との母親の声も聴き

ました。 この映画の時代は１９６６昭和４１年、 ５０年以上前の佐

世保です。 今の歴史教育では学ばない時代です。 受験に出な

い時代だからでしょう。

　先ず、 佐世保について振り返ります。 佐世保の港からの遠景

は縄文時代の遺跡が沢山残る北部の丘陵地帯が望めます。 こ

の谷で戦国時代は宗家松浦氏と平戸松浦氏の争いが繰り広げら

れました。 平戸と長崎を結ぶ平戸往還も通じてます。 佐世保に

歴史が無いなどとは言えない歴史の重さです。 次に明治時代、

軍港が開かれた頃の島地山から見た佐世保川です。 この弓張、

将冠岳のふもとに４０００人もの人々が集落を作っていたところに

明治22年鎮守府が設置され大騒動が起こりました。 今から 130

年ほど前の時代のうねりです。 文化的に見ると、 佐世保で最初

の映画館朝日座、 演芸もやってた八千代座、 賑やかな客引き

の声が聞こえそうです。 そして、 戦後１０年ほど経って世の中が

落ち着いた時代が映画の主舞台です。 １９６６年 「一生ものの友

との出会い」 「一生ものの恋」 が主題でした。 　そのころの世界

は 「ベトナム戦争」 「人種差別」 「キューバ」 「チェコ事件」 と第

二次大戦後の冷戦の時代、 核戦争まで想定される一瞬即発の

時代でした。 ひたひたと中国の影が大きくなってました。 一方、

日本は佐藤栄作首相の長期政権の下で 「昭和元禄」 を謳歌し

てました。 それでも時代のうねりは容赦なく押し寄せました。 時

代に敏感な佐世保では眞に我々が高校生です。 ビートルズの

来日が話題となり、プレスリーは古いとわいわい言ってた頃です。

ジャズ喫茶も沢山ありました。 ベトナム戦争の影響下でエンター

プライズ事件が起こったり、 羽田事件、 東大安田講堂事件など

学生運動に身を投ずる仲間も出てきました。 連合赤軍あさま山

荘事件まで続く暗い歴史の１ページです。 北高の屋上で生徒十

数人が騒動を起こして無期停学者が出る騒ぎもありました。 狭い

世界でも激しくぶつかり合い時代でした。

　そんな時代にポケットベルが発売になりました。 デジタルコミュ

ニケーションの始まりです。 かってない情報社会の中で草食系

男子・マイルドヤンキーと呼ばれる世代の出現です。 何故、 そ

のような世代が生まれたのか、 背景をよく考えねばならないと思

います。

　　  岡田 文俊 副会長

　【坂道のアポロンと
　　　　　　　その時代】
　

■会員卓話■

ＳＡＡ：田雑豪裕君　次回例会／４月２４日１２：３０～
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