
第1317回　平成30年9月20日号

本日の出席率６５.９％：会員数４７名・出席２３名・欠席１５名・出席規定免除会員６名・ビジター１名

前々回の修正出席率８６.９５％：出席２８名・メークアップ４名・出席規定免除会員出席８名

　９月１８日に行われました、 『国際

ロータリー第２７４０地区全クラブを

対象とする会員研修会』 に参加し

て頂いた皆さんご苦労様でした。

懇親会にも多数残っていただき有

難うございました。 また南の方へ

合宿に向かわれた皆さんも台風の

影響もなく初期の成果をあげられ

たときています。

　私は１６日に北海道、 旭川市で旭川空港ロータリークラブのホ

ストで開催されました 『第２３回全国空港ロータリークラブフォー

ラム』 に、 ホスト友好クラブとして招かれました。 芥川幹事、 岡

田奉仕プロジェクト委員長、 岡クラブビジョン委員長、 宮崎宗長

委員と一緒にお祝いのメッセージを届けてきました。

　９月６日の北海道胆振東部地震の影響も心配していましたが、

節電要請で証明を制限していたため夜が暗いのを感じる程度で

直接的な被害を見ることはありませんでした。 被害の顕著な地

域ではいまだ復興途上ですが、 私たちがお会いした皆さんは

地震直接の被害より停電の影響を口にされる方がほとんどでし

た。 １８日には道内の公立学校の臨時休校がすべて解消された

ことがニュースでながれていましたので、 少しずつ日常を取り戻

しつつあるようです。 インバウンドの宿泊キャンセルなど観光消

費への影響額は、 ３００億円に上るとも伝えられていました。 風

評被害を払拭する為の旅行商品の割引制度も検討されている

そうですから、 復興支援としての北海道旅行を計画されるのもい

いのではないでしょうか。 旭川では旭川空港 RC の久保会員、

岸田会員に大変お世話になりましたことを合わせてご報告いたし

ます。 佐世保ロータリークラブ　円田 昭様

田代会長、 富永副会長、 八重野幹事の佐世保中央ＲＣ執行部

の船出を祈念しましてニコニコします。 元気で頑張ってください。

田雑さんお疲れさまでした。

田代 博之会長 ・富永 博美副会長 ・ 八重野 一洋幹事

先日の会長・幹事交代式は１００％出席でありがとうございました。

本日、 いよいよ新体制でスタート致します。 力が入り過ぎないよ

う、 自然体で務めさせていただきます。 一年間どうぞよろしくお

願い致します。
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”アットホーム” 中央で良かった！

佐世保ロータリークラブ　　

安福　竜介様

１．例会変更
　　　　＊佐世保東南ロータリークラブ

　　　　　９月２６日 （水） １９：００～　ホテルオークラ JR ハウステンボス

　　　　　　　　　　　　　　※夜例会のため

２．来信
　　　■ロータリー米山記念奨学会より

　　　　 ・ ハイライトよねやま 222 号　発行のお知らせ

　　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ 2740 地区ホームページ更新のお知らせ

　　　　　2018-2019 年度 地区職業奉仕セミナー講演資料

      　 ・ 4 地区合同長崎くんち見学懇親会のご案内

　　　  ・「米山の集い」 開催のご案内　　対象 ： 本田 実

         ・ 2018-19 年度ロータリー賞に関する最新情報

　　　  ・ 北海道胆振東部地震に対する義援金について

　　　  ・ 地区大会記念事業について

３．依頼・伝達
　　　　 ・ 例会後、 指名委員会を開催します。

式典例会・出席委員会　前田 眞澄委員長　
 　昨日、 １０月１１日の創立２８周年記念式典 ・ 懇親会の送迎

バスのご案内を FAX いたしました。 奥様同伴でぜひご出席の

程、 よろしくお願いします。

クラブビジョン委員会　岡 光正君　
 　１０月２４日 （水） １８時３０分より歴代会長幹事会をセントラル

ホテルいて開催いたします。 ご出席をお願いいたします。

山口 裕之君　
 　９月１８日に九十九島ベイサイドホテル＆リゾートフラッグスに

て地区全員研修が開催され１０名で行って参りました。 詳しく研

修の内容をお知りになりたい方は大阪出張よりギリギリで間に合

われた岩政直前会長にお尋ねください。 懇親会が予定より１時

間ほど早く終了したのがとても残念でした。

　



第1317回　平成30年9月20日号　P2 .

本日の合計　　　　   15,000 円

本年度の累計　　　  285,000 円

　　　奉仕プロジェクト　
　　　　　　　岡田 文俊委員長
　　　

　　　～社会奉仕・青少年奉仕委員会合同事業～

　　　　　活動計画と「奉仕について考える」

　奉仕プロジェクト委員会は社会奉仕（竹本委員長）と青

少年奉仕（吉野委員長）との連携の元に崎元英伸会長の目

指す「アットホーム“中央”で良かった！」に沿ってロー

タリー精神「インスピレーションになろう」に近づきます。

　岩政前会長の「温故知新」により継続された佐世保特別

支援学校への支援活動を発展させ、支援学校と普通高校や

祇園みどりの少年団の小学生との交流の場、相互理解の場

を提供しようとしています。その場を通じて市民の社会的

弱者への理解を進め、地域社会に貢献する佐世保中央ロー

タリークラブの認知度を高めます。また、会員と家族によ

る社会奉仕活動によりクラブ活動の相互理解を進めます。

これには継続された地区補助金を活用して、過去の反省点

を改善し成功を期します。

・平成２７年５月１２日、水月にて合同委員会を開催しま

　した。そこで役割を確認。

・平成３０年７月１７日、合同委員会を開催し、支援学校

　への支援の継続などの方針を確認。

・７月３１日、支援学校訪問し西岡校長、影本副校長、伊

　藤教頭に面談。日程調整と物的支援の用意と検討を依頼

　しました。

・８月２８日、陸自相浦駐屯地を崎元会長、芥川幹事、岡田、

　吉野委員長が訪問、青木団長、小野田副団長，上薗幕僚、

　品田広報班長へ協力依頼し快諾を得ました。

■ 第２回クラブフォーラム ■
　　　奉仕プロジェクト

佐世保ロータリークラブ　安福 竜介様
本日は初めてメークアップでお世話になります。 よろしくお願

いします。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
本日は、 佐世保 RC 安福 竜介様の来訪を心より感謝申し上

げます。

先週末より、 佐世保中央ロータリークラブは、 南は石垣島で

の活動 ・ 北は旭川での活動 ・ そして佐世保では全員研修会

と大変、 忙しく、 楽しく有意義な活動を展開してきました。

さて、 本日は、 奉仕プロジェクト委員会による、 クラブフォー

ラムです。 どうぞ、 よろしくお願いいたします。

松尾 英機君
私の退会が９月の理事会で承認をされました。 皆様の温か

い友情のもと、 楽しいロータリーライフを過ごさせて頂きまし

た。ありがとうございました。会員としての最後のニコニコです。

　　　　　【退会挨拶】　

　松尾 英機君
■1990 年９月（チャーターメンバー）　
　　　　～ 2018 年７月末日

 　皆様こんにちは！お久しぶりです。 本日は退会のご挨拶に

参りました。 １９９０年９月の創立の時から中央 RC に参加させて

頂き、 途中２年程退会をし、 創立２０周年の田雑会長の時に

再入会。 以来今年の７月までの長きに渡り、 皆様と共に楽しい

ロータリーライフを過ごさせていただきました。 その厚い友情に

感謝を申し上げます。

　牟田さんが喜寿の年に、 長富さんと同時退会をされたあと、

同じ年の福田先生と中央 RC の長老として頑張ろうねと約束し

合っていたのですが、 今年の３月に私の方が不調になってしま

いました。

 私の妻が、今年の１月頃から体調を崩し、７０日間の長期入院、

４月末日退院。 ５月末日再入院と繰り返し、 今は退院して自宅

療養をしていますが、 まだ痛みが残り、 歩くことも不十分な状

態です。

　一方、 私の方も一人住まいになった事、 仕事の事、 妻の事

と心労が続き、 最近心身ともに疲れがひどくなり、 非常に気弱

になりました。 夫婦ともに７８歳になり、 これからの残り少ない人

生をお互い助け合いながら、 妻と向き合って毎日を有意義に

楽しく過ごしたいとの思いが強くなり、 福田先生には申し訳ない

のですが、 妻の同意も得て、 退会を決意しました。

　そして、 仕事からも離れ、 静かに二人で余生を過ごそうと誓

い合って今日に至りました。

　本当に今まで皆様にはお世話になりました。 ありがとうござい

ました。

岩政 孝君
しばらくお休みしておりました。 結論、 私の肺は悪性ではあ

りませんでした。 沢山の皆様にご心配をお掛けし、 申し訳ご

ざいません。 崎元会長 ・ 芥川幹事 ・岡君 ・岡田さん ・ 宮﨑

宗長君、 北海道旭川 RC 訪問お疲れ様でした。 餞別も出さ

ず申し訳ありません。 井上さん！最後の晩餐、 参加させて頂

きます。 まだ書き足りないので、 来週もニコニコします。 来

週も 5,000 円です！

佐世保 RC 安福竜介様、 ご来訪歓迎致します。 だんだんお

父様に似てきましたね。 またメークアップに来てください！



第1317回　平成30年9月20日号　P3 .

・９月に入り、祇園みどりの少年団小林団長と電話会談し

　日程の伝達と内容の先方からの依頼を受けました。

・９月１４日、佐世保北高ブラスバンド部の竹下先生にも

　依頼してます。

　このような経過で進んでおります。

その他の事業として理事会でも図っていませんが平成３１

年３月ＮＰＯ百年の森佐世保の市が造成している相浦地区

の新工業団地での植樹や佐世保公園での街路樹植樹などを

考えています。以上が社会奉仕の現状報告です。

【―「奉仕」とはーSERVICE－DEAKONIA、ギリシャ語「奉仕」「福

祉」を考えてみる。】

　曽野綾子さんの著書「夫の後始末」から「ディア」は英

語の「THROUGH」「・・・を通して」、そして「こにあ」は「塵、

あくた」で「塵の中を通って」「汚いものを通して」＝「排泄

物を通して」を意味していると教わりました。奉仕＝人に

仕えるとは、うんことおしっこの世話をすることで「職業

的看護師」「介護士」「家族」にしか出来ないそうです。　

　そうであるとすれば、その在り方を考えねばならないと

思います。松尾さんの別れの挨拶で「これからは奥様の看

病の時間を大事に」とおっしゃった事に感動を覚えます。

新約聖書ではCAREは「お世話する、気に掛ける、もてなす」、

CURE は「治療施療」、SERVICE「仕える、奉仕する」の意味

を再考してみては如何でしょう。

　改修工事中の札幌の時計台です。世界遺産の黒島教会の

工事もこのくらいの「配慮」が必要でしょう。

ＳＡＡ： 西村浩輝君　

次回例会／９月２７日　１２:３０～　
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