
佐世保中央ロータリークラブ ©

皆様こんにちは！

巷では桜の開花宣言が出ましたが、 この二、 三日雨が

降り、 少し寒さが戻ったせいか満開の桜を楽しむのは

もう少し先の様な気がします。 夫々に花見の計画が

あると思いますが飲みすぎの無いように年齢をわきま

えて、 ほどほどに飲んでください。

　先日の中央会ゴルフコンペお疲れさまでした！あい

にくの悪天候で開催が危ぶまれましたが、 牟田会長

の的確な判断で大変な強風の中をスタートしました。

途中立っているのも大変なぐらいの強風で、 皆さん

実力が出ないままハーフで断念いたしました。 それ

にしても、 あの強風の中を４オーバーで優勝されまし

た古賀会員には敬服いたします。 ボウリングにゴル

フにと連続優勝本当におめでとうございました。

　

　さて、 早いもので、 今日は田雑次年度会長のＰＥＴＳ

の報告です。次年度は例年より早く組織の発表もあり、

既に委員会が開催されたところもあるとお聞きしました。

段々寂しくなって来ましたが、 後数ヵ月後には私の

幹事報告
幹事／池永 隆司 君
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本日の出席率
会員数
出席
欠席 ( 免除 0人 )
ビジター
前々回の修正出席率
出席
メークアップ
出席規定除外

１． 例会変更

　　佐世保ロータリークラブ

　　4月7日( 水 )12：30～→4月7日( 水 )18：30～　

    アイトワ　観桜例会のため

　　佐世保北ロータリークラブ

　　4月12日(月)18：30～　佐世保第一ホテル　

    観桜例会のため
　　

　　雲仙ロータリークラブ

　　4月10日(土 )12：30～→4月7日( 水 )　

    小浜歴史資料館　「ほっとふっと１０５」　海の駅 （富津）　

　　職場訪問例会のため

２． 来　　信

　・(財 )佐世保地域文化事業財団　理事長　深堀寛治様

　　アルカスSASEBO情報誌 「コンパス春号」 の送付

３． 伝達・通知

　　ありません。

役目も終わりです。 今日は田雑次期会長の抱負も含め

てたっぷり聴かせていただきます。

本日のビジター紹介
　 佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　 川添　忠彦様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直江　弘明様

８４.２%
３８名
３２名
６名
０名

１００％
３０名
８名
0名

会長：井上 亮／副会長：平岩 義昭／幹事：池永 隆司創立：1990年9月29日／認証：1990年10月22日
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ニコニコボックス
親睦活動委員会／崎元英伸君

佐世保南ロータリークラブ　川添 忠彦様

今日は田雑くんのＰＥＴＳの報告を楽しみに来訪致しまし

た。 面白くなかったら中途で退席致します。

佐世保南ロータリークラブ　直江　弘明様

明治大学父母の会副会長　　岩政　孝君

３月１９日金曜日、 明治大学マンドリンクラブ第３８回定期

演奏会におきましては皆様のご支援により、 お陰様で２階

席まで満席、 1500 名を超えるお客様に喜んでいただきま

した。 そこで感謝の気持ちと致しまして、 次回演奏会に

おいては特別に佐世保中央ＲＣ様用予約席をご用意致し

ます。 登録料 2,000 円、 全員登録を心からお待ちしてい

ます。 本当にありがとうございました。

井上 亮会長・平岩 義明副会長・池永 隆司幹事

皆さん、 こんにちは。 ここの所天気が不安定な日が続きますが ,

皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。 ３月２０日の中央会です

が、 参加された方、 あの悪天候の中、 大変お疲れ様でした。

半分以上はやりたくなかったと思うんですが、 富永さんの 「よし、

やろう」 のかけ声でやってしまいました。 唯一喜んでいたのは

前田君位で 「この天候だったらハプニングが起こる、 勝てる、

下克上だ、 下克上だ」 と訳のわからない事を言ってました。 無

事ケガも吹っ飛ばされた人も無かったのでニコニコします。 古賀

会員、 優勝おめでとうございます。 本日、 田雑会長エレクトの

ＰＥＴＳ報告宜しくお願いします。

田雑豪裕会長エレクト

川添忠彦様のご来訪ありがとうございます。 本日はＰＥＴＳの報告

です。 つたないご報告になると思いますが、 最後までよろしくお

願いします。 又長男が合格率２０％の造園施工管理技士の１級

に合格しましたのでニコニコします。

四元清安君

今年３月３０日で結婚２５年になります。 ３月始め、 海外旅行を

企画していただきました。 牛島先輩に感謝致します。 結婚祝

いの花束を宜しくお願いします。

前田眞澄君

皆さん、こんにちは。 先日の中央会で見事９位でした。 ブービー

か敢闘賞を行ったり来たりだった私がついに永い眠りから目をさ

ましたっていうところでしょうか。 決して天候のせいではなく実力

です。 でも次の中央会も是非悪天候の時にお願いします。

本日の合計　　　　　　　10,000 円

本年度の累計　　　　 699,240 円

【　３月誕生日会員　】

　昭和２５年３月　７日　橋口　佳周 君

　昭和２４年３月１１日　坂井　智照 君

　昭和１６年３月２１日　福田　英彦 君

　昭和３７年３月２２日　八重野一洋君

　昭和２７年３月２６日　井上　亮君

　　

【　３月結婚記念日会員　】

　３月　３日　溝上　純一郎 ・ 京子 ご夫妻

　３月　３日　瀬戸　浩　　　 ・ 道子ご夫妻

　３月　８日　中村　貴　　　 ・ 英代ご夫妻

　３月３０日　崎元　英伸　  ・ ジンご夫妻

　３月３０日　四元　清安　  ・ 千晴ご夫妻

幹事　坂井　智照君

３月２０日(土) 参加者１３名。 多数決で止めたい６名、 行う７名。

悪天候の中ハーフ回りました。

優勝　古賀純男君、

ニアピン賞平岩義明君、 牟田憲市君。 ドラコン賞牛島義亮君

懇親会は悪天候はどこにいったとばかり、 水月にて騒々しく行

いました。

中央会
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国際ロータリー第２７４０地区　２０１０～２０１１年度

　　　　　会長エレクト研修セミナー及び 

　　　地区協議会 幹事部会研修セミナー報告

　　日時 : ２０１０年３月２０日(土 ) １０:００

　　場所 : 佐賀県有田町　佐賀県九州陶磁文化館

ガバナー挨拶　　　

　第２７４０地区２００９～１０年度ガバナー　髙城 昭紀君

　２０１０－２０１１年度ＲＩ会長 Ray Klinginsmith 氏は四大奉仕部

門でクラブ奉仕と職業奉仕はどちらも人生を謳歌し、 よき市民と

なるよう、 我々を導く。 社会奉仕と職業奉仕を併せて地域をよ

り住みやすく働きやすい場所にすることができる． 国際奉仕は

海外のクラブと協力し合い、 世界理解、 親善平和を広め大陸

をつなげて世界をよい場所にする。 ロータリーがロータリークラ

ブの連合体であると同時に，奉仕の精神から 「奉仕」 「親睦」 「多

様性」「高潔性」「リーダーシップ」はロータリー精神の中核となり、

価値観を分かち合う必要性が求められることから 「地域を育み、

大陸をつなぐ」 と言うテーマになった。

「新年度地区方針」　　　　

　　　第２７４０地区２０１０～１１年度ガバナー　高原　武彦君

　　　　　「地域 ・ 家族と共に生き生きロータリー」

　家族とともに行う奉仕で他人に思いやりをもち、 親睦と職

業奉仕を活発に行うということとし、 目標を各ロータリー増員

２名。米山奨学会寄付は地区で２,５００万円とする．ロータリー

の綱領は有益な事業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し、 こ

れを育成し、特に次の各項を鼓吹、育成することにあります。

第１　奉仕の機会として知り合いを広めること。 

第２　事業および専門職務の道徳的水準を高めること。 あら

　　　　ゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識を　深め

　　　　ること。 そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に

　　　 奉仕するために、 その業務を品位あらしめること。

第３　ロータリアンすべてが、 その個人生活、 事業生活およ 

　　　び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

第４　奉仕の理想に結ばれた、 事業と専門職務に携わる人     

　　　　の世界的親交によって、 国際間の理解と親善と平和

　　　　を推進すること。

　一言で言えばロータリーの第１標語である 「超我の奉仕」

であり， ロータリー以外のヒトにロータリーの目的と原則の重

要性を再認識してもらうことをテーマと考えられた。

「福島 喜三次翁の創始精神」　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　パストガバナー　栗林　英雄君

　福島 喜三次（ふくしま きそうじ、１８８１.１０.１０－１９４６．９．１７）

は佐賀県西松浦郡有田町本町生まれ。 長崎商業学校 （現

長崎市立長崎商業高等学校） を経て、 １９０４年東京高等

商業学校 （現一橋大学） を首席で卒業し、 １９０４年三井物

産入社。 ニューヨーク支店勤務、 三井物産子会社であるダラス

の東洋綿花社長や、 上海支店長等を経て、 １９３６年三井

合名会社理事。 妻アサは、 外交官で外務省通商局長や駐

ブラジル公使等を歴任した杉村濬の娘。 国際連盟事務次

長等を歴任した杉村陽太郎とは義理の兄弟。 実業家。

日本人初のロータリアン。 元テキサス州ダラスロータリークラ

ブ会員 ( 当時は人種差別と貧富差が激しかった )

　１９２０年東京ロータリークラブを三井銀行の重役であった米

山梅吉等により設立し、 福島 喜三次氏は英語が堪能で同

初代幹事に就任。 世界で８５５番目の認証クラブで例会は月に

1 回 ( 第 1 水曜日 ) であった。 大阪ロータリークラブ設立にも

かかわり、 １９２２年同初代幹事を努める。

　第二次世界大戦による中断があったが、 以後増加の一途

をたどり、 現在では世界第二のロータリー国となっている。

現在クラブ数２,３１０、 会員数９２,１６１人 （２００９年１２月末）。

日本は、 現在３４地区に分かれており、 そのうちの１地区に

はミクロネシア、 グアム、 北マリアナ諸島、 パラオという海外

の地域もふくまれている。

「井戸水を飲むものは井戸を掘った苦労を知れ」 の言葉で

ロータリーを説明していたと報告されています。

第６回クラブ協議会
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記念講演「九州やきもの文化」　

　　　　九州陶磁文化会館　副館長　鈴田 由紀夫 様

分科会 会長エレクトセミナー

　『職業奉仕について』　　パストガバナー　栗林 英雄 君

職業奉仕 (Vocational Service)

　ロータリーの第２奉仕部門。 その目的には事業及び専門

職務の道徳的水準を高め、 あらゆる有用な業務は専重され

るべきであるという認識を深め、 あらゆる職業に携わる中で

奉仕の理想を生かしていくことが含まれる。 クラブの役割とし

ては、 クラブ会員の手腕を生かして、 社会のニーズに応え

られるようなプロジェクトを開発することが含まれる。 また、ロー

タリーの原則に沿って自らと自分の職業を律し、 併せてクラ

ブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。

職業奉仕の新方針 (New Plan for Vocational Service)

　職業奉仕は長年会員個人の責任において実践すべきもの

とされてきた。 １９８７－'８８年度にＲＩ理事会はこれを改め「職

業奉仕はクラブと会員双方の責務である」 と声明、 職業奉

仕実践のためクラブと会員の役割を明らかにした。 これが職

業奉仕の新方針といわれる。 

分科会　地区協議会幹事部会　　

　『幹事の役割について』　2008～ '09年度地区幹事　馬郡 謙一 君

　RI第 2740地区　2010～ '11年度地区運営について

1. 2010-2011 年度 「RI テーマ」 と 「RI 会長メッセージ」

　　RI テーマ 「 Building Communities - Building Continents」

　　　　　　　　　

                             

                          

                           

                         

2. サンディエゴ国際協議会報告 / RI 会長強調事項

   1) 平和と紛争予防 解決

   2) 疾病予防と治療

   3) 水と衛生設備

   4) 母子の健康

   5) 基本的教育と識字率向上

   6) 経済と地域社会の発展

地区方針　『地域･家族と共に生き生きロータリー』

3. 地区運営資料

   1) 会員増強

   2) ロータリー財団

   3) 米山記念奨学会

   4) 次年度地区組織編制と方針

ガバナー補佐の編成 １０名 (１０グループ )

地区委員会について　　　　

  ６部門１４委員会とし， 以下の総括を組み入れる。

　３統括委員会　 ・ クラブ奉仕統括委員会

　　　　　　　　　　　･ 新世代統括委員会

　　　　　　　　　　　･ 国際奉仕統括委員会

※GSE (Group Study Exchange / 研究グループ交換委員会 ) は

２０１２～ '１３年度が GSE プログラム最終年度のため設置しない。

地区研修委員会設置 6 名

地区チームの協力願い

◎ ガバナー補佐において

　① 各クラブと協議の上， ガバナー公式訪問日程案の可否確認

　　　及びクラブ協議会についての打ち合わせをし、 ４月末までに報告

　② クラブ訪問の結果報告

　③ 後継人事の早期決定

◎ 地区委員長において 

　① 委員会活動計画表を作成し、 4 月末までに提出

　② 委員会活動報告， セミナー等委員会活動についての報告

　③ 後継人事の早期決定

5) 次年度地区予算

   主要行事日程および地区リーダー活動、 クラブ細部を鑑みて     

　 円滑な地区運営ができるように検討する。

4. 次年度地区主要行事日程

  1) 地区協議会　２０１０年５月１５日 ( 土 )　ホストクラブ有田 RC

  2) 部門別･指導者研修セミナー ( 開催予定 )

    (1) クラブ奉仕部門クラブ奉仕統括委員会　７月開催予定

    (2) 職業奉仕委員会セミナー　　　　　　　　　 ９月開催予定

※その他の指導者研修セミナー実施は各委員長さんの判断に　

　　お任せします。

　3) 地区大会

　　日時 : ２０１０年１１月５日 ( 金 ) ～７日 ( 日 )

　　場所 : 有田　炎の博記念堂

　　ホストクラブ : 有田 RC

    コ･ホストクラブ : 武雄 RC、 鹿島 RC、 嬉野 RC、 大町 RC、

　　　　　　　　　　　　白石 RC、 太良 RC

　　大会実行委員長 : 岡部 景光

　　大会幹事 : 深川 祐次

　　事務局長 : 福田 雅信

 国際ロータリー会長　

  Ray Klinginsmith 氏

「地域を育み， 大陸をつなぐ」
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 4) IM    開催は各グループにお願いします

　5) 青少年関係

　　(1) インターアクト年次大会

　　　日時 : ２０１０年７月３１日 ( 土 ) ～８月１日 ( 日 )

　　　場所 : ロワジールホテル長崎

　　　ホストクラブ : 長崎南 RC

      ホスト校 : 長崎女子商業高校

　　(2) ローターアクト年次大会

　　(3) ＲＹＬＡ年次大会

　　　日時 : ２０１０年

　　　場所 : 福江市

　　　ホストクラブ : 福江 RC

次期幹事　南部　建君

１０時にガバナーエレクト

の点鐘で始まり、 役員及

び出席者の紹介そしてガ

バナーの挨拶がありまし

た。 当日の記念講演は九

州陶 磁 文 化 館　副 館 長 

鈴木由紀夫様の 「磁器と

陶器の違い及び年代の見分け方」 について話されました。

そして、 午後からは幹事部会研修セミナーが行われました。

講師は佐世保南ロータリークラブの２００８～ '０９年度地区幹

事　馬郡謙一様の 「幹事の任務と運営」 について話があり

ました。 その話の中で、 クラブ運営をスムーズに行うには幹

事の能力にかかっているとのことでした。 その為には、 コミュ

ニケーションをしっかりとる事が大事であるということでした。

そして、 何よりもロータリーメンバーがロータリーを楽しめる環

境を作る事が大事だと話されました。 幹事の仕事は大変そ

して偉いんでと自覚しながら、 何よりも自分が楽しみそしてみ

んなを楽しませる事、 それが一年間クラブが順調に運営され

るコツだと教えられました。 今回のセミナーを参考にしながら

これから一年間、 皆様のご指導を受けながら、 頑張って参

りますのでご協力の程宜しくお願いします。

地区協議会 幹事部会研修セミナー報告

次回例会　  ４月　１日(木)１２：３０～

４月１１日(木）は特別休会です。

次次回例会　 ４月１５日(木)１２：３０～

ＳＡＡ/本日の司会：川島　千鶴 君、音響：南部　建 君
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