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１．例会変更
　　有田ロータリークラブ
　　7月13日(火)　休会　定款第6条により

２．来　　信
・国際ロータリーより
　ザ・ロータリアン　2010年7月号
・ガバナー事務所より
　１）2011～2012年度国際青少年交換学生(派遣)の募集について
　　  受付締切日：2010 年 9月 15 日必着
　２）ロータリー財団地区補助金決定のお知らせ
　　  補助金支給額：５０，０００円
　３）新世代部門セミナー開催のご案内
　　  日　時：2010 年 8月 8日 ( 日 )13：00～ 16：30
　　  場　所：東彼杵町総合会館教育センター大会議室
　　  出席者：クラブ新世代部門担当者
・直前ガバナー事務所より
  ガバナー事務所閉鎖のお知らせ　
   7 月 1日～９月直前ガバナー事務所として
・北松浦ロータリークラブより
　2009 ～ 2010 年度ＩＭ報告書の送付
・佐世保東南ロータリークラブより
　市長表敬訪問プログラムの送付

佐世保ロータリークラブ　　　　遠田　公夫様
飯田　満治様
古賀　巌様
円田　昭様

佐世保南ロータリークラブ　　　馬郡　謙一様
鶴田　司様
中島　洋三様

　ただ今ご紹介頂いた第 20 代会
長を仰せつかりました、田雑で
ございます。微力ながら 1 年間、
精一杯頑張りますので、宜しく
御願い致します。前井上会長、
池永幹事、平岩副会長をはじめ
とする、理事・役員の皆様、1 年
間大変お疲れ様でした。

　また、先週執り行われました会長・幹事交代式では、会
員及び奥様方の多数の御参加とコーラスありがとうござい
ました。名誉会員の朝長則男御夫妻、新しく名誉会員になっ
て頂いたフランシス・ザビエル・マーティン司令官御夫妻、
佐世保中央ロータリークラブ拡大補佐の松尾辰二郎様御出
席の下、和気あいあいとしたなかで御来賓の方々にも大変
喜んで頂き、無事終了することが出来ました。これもひと
えに、皆様の御協力のおかげと心より感謝申し上げます。
特に野村委員長をはじめとする親睦活動委員会の皆さんに
は、すばらしい企画・運営と、タイムスケジュールの正確
さなど、下準備と綿密な打合せがあってこその結果だと感
心致しました。

　さて、７月１日は全国の山開きの日で、短い期間の夏山
だけに多くの人たちが待ちに待った登山を楽しむそうです。
牟田さんもその中のお一人ではないかと思いますが………。
登山の際、よく「六根清浄」と掛け声をかけながら登る人
がいるそうです。「六根」の根は、もともと仏教からきてい
ると坂井智照さんからお聞きしました。「根が切れる」とか
「根を入れる」という時の根で、努力するということを意味
し、「精根を打込む」ということのようです。自分の五感、
六感を常に清浄に保つことで、危険な山登りから身を守れ
るのだということで、決して科学的な裏打ちがされている
わけではなく、自分に「危険だ、危険だ」と言い聞かせて
登ると危険を防ぐことができ、また、張り詰めた気持ちを持っ
てことにあたれば、失敗は防げるということだそうです。

　開放しすぎないようブレーキをかけながら 1 年間会長と
して、努力を忘れず楽しんでやりたいと思いますので、ど

会長挨拶・田雑 豪裕君

幹事報告・南部 建君

本日のビジター紹介

P1.

本日の出席率82.5％・会員数40名・出席33名・欠席7名・ビジター7名／前々回の修正出席率97.5％・出席32名・メークアップ7名・出席指定除外0名

うぞ御協力、御支援のほど、宜しく御願い申し上げ、私の
第１回目の御挨拶とさせて頂きます。

週報制作：出席・会報委員会／田代 博之、芥川 浩一郎、本村 政信、川崎 洋一、川島 千鶴、瀬戸 浩
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ニコニコボックス

社会奉仕委員長　溝上 純一郎君
“海をきれいに” ビーチクリーンアップの参加のお願い
７月１９日（祝･月）鹿子前パールーシーに８時３０分集合。
９時から１時間程度の清掃です。参加よろしくお願いし
ます。　

2009～2010 年度中央会幹事　坂井 智照君
６月２７日（日）2009～2010 年第6回中央会を佐世保国際
ＣＣで開催致しました。無事 18 ホール雨降らず、済ませ
ました。優勝・坂井智照君、準優勝・牟田憲市君。井上
会長賞取切戦、優勝・坂井智照君。

2010～2011年度中央会幹事　岩政 孝君
７月１９日（祝･月）第１回中央会を開催致します。当日パー
ルシーでのクリーンアップ後スタートします。詳しくは本
日ＦＡＸにてご案内致します。

･ハウステンボス佐世保ロータリークラブより
　迎賓館横駐車場直接乗り入れ開始のお知らせ
・(財 )佐世保地域文化地形財団理事長　深堀　寛治様
　アルカスSASEBO情報誌「コンパス夏号」の送付

3. 伝達・依頼
野田三地之特別代表より、会長･幹事交代式のお祝いを
戴きました。会員名簿をセルフボックスに入れています。
セルフボックスの中が多くなっていますので、本日お持
ち帰りをお願いします。７月１９日のビーチ・クリーン
アップ参加をお願いします。

佐世保ロータリークラブ　飯田満治様・円田昭様・古賀巌様
田雑会長、南部幹事一年間頑張って下さい。応援にまい
りました。

佐世保ロータリークラブ　遠田公夫様
井上会長、平岩副会長、池永幹事一年間ご苦労様でした。やっ
と一般席で食事が出来ますね。そしてカレンダーの巡り合
わせの幸運に恵まれ７月１日、今日船出の田雑会長、西村
副会長、南部幹事に心を込めてエールを送ります。品の良
い副会長、幹事に支えられてますが、ワインを飲まない時
の田雑会長の挨拶が心配です。

佐世保南ロータリークラブ　鶴田　司様・飯田満治様
いよいよ田雑会長のスタートです。この一年間が実りある
ロータリー活動になりますことを祈念してニコニコします。

佐世保南ロータリークラブ　馬郡謙一様
田雑会長の船出を祝し、無事の航海を祈念します。でも井
上前会長が無事に一年を乗り切られ友として｢ホッ｣として
います。お疲れ様でした。

本日の合計　　　　  77,000円
本年度の累計　　　117,000 円

委員会報告

田雑 豪裕会長・西村 浩輝副会長・南部 建幹事
いよいよ今日からスタートです。身の引き締まる思いであ
ります。井上、池永前会長･幹事をお手本に一年間頑張って
みます。駄目な時は指山、岩政前々会長･幹事をお手本にし
てみます。それで駄目な時は次年度に早めに引き継ぎ致し
ます。とりあえずお金はありますので今回はダブルでニコ
ニコします。

クラブ奉仕委員会一同
2010～2011 年度一年間宜しくお願い致します。会員の
２／３を占める委員会です。相当のニコニコします。

職業奉仕委員会一同
2010～2011 年度一年間宜しくお願い致します。心配な会
長ですがら、大枚をはたきます。

社会奉仕委員会一同・会報・出席委員会一同・ＳＡＡ委員会一同
2010～2011 年度一年間宜しくお願い致します。

クラブ管理委員会
指山・井上・牛島・四元・岩政・池永６名で活動してまい
ります。　

国際奉仕委員会一同
上納金をお届け致します。ご笑納頂けたら幸いに存じま
す。2010～2011 年度一年間宜しくお願い致します。

親睦活動委員会一同
2010～2011 年度一年間宜しくお願い致します。先週の会
長･幹事交代式ではたくさんの会員の皆様にたくさんの会費
を頂きました。ありがとうございました。色々不手際もあっ
たかと思いますが、ロータリーの友情でお許し下さい。
Ｐ．Ｓ二次会での牛島さんの笑顔が忘れられません。

2009～2010年度中央会　牟田 憲市会長・坂井 智照幹事
先週は井上年度、最後の中央会を三川内ゴルフ場で行いま
した。優勝・坂井智照、準優勝 牟田憲市と予定通り予想通
り中央会会長、幹事が持って帰りまして大変申し訳ござい
ません。本年度は会長指山さん、幹事岩政さんで運営され
ますが、よろしくお願いします。

山瀧正久君
田雑会長はじめ役員の皆様のご活躍をお祈りします。

川﨑洋一君
田雑丸の船出、誠におめでとうございます。私事ですが来
る７月１９日の中央会に向け、クラブセットをゲットいた
しました。パターを使える程度は練習したいと思います。
前田君かかって来なさい。
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　本日、節目の２０周年の会長を
拝命し、改めて責任の重さを痛感
しております。１９９０年 9 月２
９日に設立し、１０月２２日国際
ロータリーの加盟承認を受け、初
代会長藤井壮亮さん、初代幹事
鶴丸正毅さん含め、４０名のメン
バーで産声をあげました。創立２

年目には、釜山蓮山ロータリークラブと姉妹クラブを締結、１
０年目の１０周年の時には会員６２名まで、拡大を致しました。
しかし、本年２０周年を迎え世界的な経済状況の悪化も伴い、
会員の減少を余儀なくされ、４０名でのスタートとなりました。
しかし、会員同志一致団結し、連携を図りながら親交を深め、
２０周年に向けて全会員の方々が、情熱を傾けて頂けることを
信じ、一生懸命努力いたしますので御協力、御支援を御願い
致します。

　さて、ロータリーとは何か。ロータリークラブとは何をする
団体なのか。ロータリーの第一標語である「超我の奉仕」は、
今申し上げた先の２つ質問の答えではないようであります。国
際ロータリー会長のレイ・クリンギンスミスさんは「ロータリー
以外の人に、目的とロータリーの原則の重要性を、再認識して
もらうこと」ということでテーマを考えられました。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、善き
市民となるように我々を導いてくれると気付かれ、社会奉仕と
職業奉仕を合わせて地元の地域社会を、より住みやすく働き
やすい場所にする事ができるし、国際奉仕は、国や大陸で違っ
た海外クラブと協力し、世界理解、親善、平和を広め、世界を
良い場所にすること。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成り立っており、「奉仕」、「親
睦」、「多様性」、「高潔性」、「リーダーシップ」、というロータリー
の中核となる価値観を分かち合う必要性があり、ロータリーの
真髄を表す多くの語句を検討された結果、最終的に　『地域を
育み、大陸をつなぐ』　というテーマにされたそうです。また、
国際ロータリー第 2740 地区 2010～2011 年度ガバナー高原
武彦氏は『地域・家族と共に生き生きロータリー』を地区のテー
マとされました。まずは足元から活性化を考え、一つずつのク
ラブが生き生きと楽しく活動して健全に運営されてこそ、地域
を育むことにもなり大陸へとつなぐことができ、家族と共に行
う奉仕で他人に思いやりをもち、親睦と職業奉仕を重点的に
行うというお二人に共通した思いの表現がテーマとして生ま
れています。

　さて、佐世保中央ロータリークラブは、本年で創立２０周年
目を迎えます。本年度も設立当初と同じく４０名でスタートい
たしますが、２０周年を１つの区切りとし会員の拡大、佐世保
中央ロータリークラブが、尚一層飛躍していく反面効果的なク
ラブの活動を行ってきたかという岐路に立って、考えなけれ
ばならないという思いで本年度のテーマを

本日の卓話 “飛翔こう！ロータリー。観つめよう！ロータリー。”
と致しました。

　本年度、我がクラブとして取り組む項目を６項目あげており
ます。
1.ロータリー活動の最重要課題の一つである職業奉仕の推進
ロータリーの原点が、職業倫理の実践運動といわれるなら
ば職業奉仕が、ロータリーの根源をなす重要な奉仕である
ので親睦だけの会を止め、本質を理解できる勉強会などが
必要であると思います。

2. コミュニケーションの向上
ロータリーの基本は、例会の参加であると思います。ロー
タリーは、異業種の人達の集りでありますので、例会をた
だの昼食会で終わらせないで、毎週色々な分野の人の話を
聞く事により、仕事の事やその仕事が社会にどう貢献して
いるのかという知識が増えるだけでなく、自分の人生観に
も大変役に立つと思います。限られた時間に行う例会を、
有意義なものにしなければいけないと思います。「例会は
ロータリーの命」として捉え、何よりも例会内容をレベル
アップし、魅力あるものとして「出席して良かった」と思わ
れることにより、佐世保中央ロータリークラブが徐々に質
の高い魅力ある、ロータリークラブとなっていくと確信して
おります。

3. クラブ内広報の必要性
クラブ運営について、会員にその内容をよく理解してもら
い、そうしてもらう事でクラブに対しての愛着が生まれ、ク
ラブ運営も強化されると思うことで広報性を挙げました。

4. 趣味を介した会員間の交流の促進
趣味・職業・学習・社会奉仕・ノミニケーションなど、多様
化したロータリークラブにおいて、ややもすると仲良しクラ
ブ的な目的の無いマンネリズムに陥ってしまい、ロータリー
の存在を自覚できない団体にならないことが前提ですが…。

5. 会員増強と品質重視
会員増強と退会防止は、紙一重でありますが、色々な方に
話を聞くと「ロータリーに魅力が無くなった」ということを
言われます。このロータリーの魅力作りと会員の退会防止、
さらに会員増強につなげていく事を、我がクラブで真剣に
考えなければいけないと思います。楽しさだけでは長続き
はしないし、定着を持続する事は決して出来ないと思いま
す。会社・家族・世間に対する奉仕、将来についてのプロ
セスなど精神的な支えがあってこそ、長続きするものだと
思います。この不景気とロータリー離れで、ロータリーの
中心的、しかも働き盛りの貴重な人材が辞められ、弱小化
されないよう退会防止についても、努めていかなければな
らないと、思っております。

6. 新入会員への教育
３年未満の新入会員の研修はもちろんのこと、新しい会員

2010～2011年度クラブ運営方針表明
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20周年実行委員会から
長富寿人委員長
創立２０年のけじめとして２０周年事業を成功させたいと
思いますのでよろしくお願いします。
　　　　　　　

坂井智照部会長
今日チケットとパンフレットを皆様に配ります。一人１０枚
を最低でもお願いします。メンバーが４０人ですので一人
１０枚だと４００人になります。後ポスターも用意していま
すので各自持っていってもらいたいとおもいます。視覚障
害者のボランティアの会、その他いろんなところへ配って
います。他に配っていいところがあったら教えてください。
あと3ヶ月を切りましたよろしくお願いします。

m e m o

や若い方々に活躍の場を作り、やり甲斐を持たせて色々と
経験するなかで、内容が把握できロータリーのことも自然
と理解できていくと思われます。

など６項目を挙げ、「魅力ある楽しいクラブ創り」に取り組ん
でまいる所存であります。なお、２０周年の記念事業及び式
典については、この後発表されますので、割愛させていただ
きました。

ご協力よろしくお願い致します。

佐世保中央ロータリークラブ
第２０代会長　田雑 豪裕

平成22年7月1日

次回例会　　7月８日 ( 木 )　  18：30～
次々回例会　7月 15 日 ( 木 )　12：30～

SAA：四元　清治君　音響：瀬戸　浩君
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