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本日の出席９０％：会員数４２名・出席３６名・欠席４名・出席規定免除会員（２）０名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ　８名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さん、こんにちは！先週の３

月１８日長寿苑にて、社会奉仕の

一環として御夫人達のコーラス

と、瀬戸君のマジックショーなど

の催しで大変喜んで頂きました。

特にアンコール曲・長崎の鐘の時

は、何人もの老人の方々が涙を

流されていました。帰る際には、

「また来て下さい」と何度も何度もお願いをされました。

　さて、人間の気持ちというものは、長いこと 1 つのものに

慣れると新鮮さを失い慢性的になってしまい、最初の強い決

意や覚悟が薄れてしまうものです。慣れることは非常に大切

であるのに、その引き換えに情熱や真剣味が無くなっていく

ことがあります。それはそれで、ある程度仕方の無い事かも

しれません。佐世保中央ロータリークラブの初代会長の藤井

さんがよく言われていた言葉に「温故知新」という「古きを

温ねて新しきを知る」、つまり過去の成功・失敗、得ることと

失うことなどの現実を認識する事ですが、孔子が人の指導者

たるものの条件として述べた言葉だそうです。今回の震災と

津波で日本経済に深刻な問題として、投げかけています。福

島第 1 原発の問題は、震災から３日間程はなんとか制御可能

と思われていましたが、その後、放射線量の上昇などでアメ

リカ政府が８０キロ圏退避勧告やいくつかの大使館閉鎖、各

国の政府は日本からの国外退去勧告を次々と出しました。そ

のような一瞬のことで、東京電力の売上高５兆１６２億円、

営業利益２,８４４億円の企業が、崖っぷちの経営に追い込ま

れています。耐震性が十分だったのか、津波はどの程度まで

など、安全性を優先することを、忘れてはいけないと痛感し

ております。

佐世保ロータリークラブ　　　　　　遠田　公夫様

佐世保南ロータリークラブ　　　　　 岩永　史城様

１． 例会変更　　

　　■佐世保東ロータリークラブ

　　　３月３１日（木）→４月２日（土）１８：３０～

　　　ハウステンボスＪＲ全日空ホテル　夜の例会のため

　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　４月８日（金）１８：００→１２：３０～

　　　例会場　　観桜例会中止につき通常例会

　　■ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　　　３月３１日（木）　１８：３０～

　　　香門　職場訪問例会のため

　

２． 来　　信

■国際ロータリー日本事務局

　４月のロータリーレートのお知らせ　１ドル８０円

■ガバナー事務所

　第 9650 地区より第 2820 地区へ派遣中の青少年交換学

　生受け入れについてのお願い

■第5グループガバナー補佐 ・第 6グループガバナー補佐

　佐世保ロータリークラブ

　緊急第5・第 6グループ会長幹事会開催のお知らせ

　日時　平成２３年３月２５日（金）午後５時より

　場所　九十九島観光ホテル

■ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　第８回市内ＲＣ会長幹事会のご案内

　日時　平成２３年５月１１日 (水）１８：３０

　場所　ホテルヨーロッパ　吉翠亭

■させぼ桜の会

　第４回国際親善させぼ桜まつり中日イベント中止のお

　知らせ

３． 伝達 ・通知

　　・佐世保中央ＲＣで東日本大震災の義援金募集の為、　

　　　バザーを計画しています。詳しくは社会奉仕委員会

　　　より報告します。

　　・釜山蓮山ＲＣより東日本大震災に対して2000ドルの

　　　義援金の申し出がありました。
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　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　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２３日　宮﨑 正典・美佐子ご夫妻

　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

本日の合計　　　　   23,000 円

本年度の累計　　　 663,000 円

担当：田端 茂君

佐世保ロータリークラブ　遠田 公夫様

会長になってから初めてのメーキャプです。料理、サービス

のチェックに参上しました。田雑会長の勇姿がまぶしく見え

ます。

佐世保南ロータリークラブ　岩永 史城様

久々おじゃまするのに、作業服ですみません。メーキャップ

の期限が本日最終日なのでお許しください。

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

皆さんこんにちは。本日はニューヨークタイムズに寄稿した

佐世保出身の作家・村上龍さんの文章をご紹介したいと思

います。※原文は下記URLを参考にして下さい。

URL=http://www.timeout.jp/ja/tokyo/feature/2581

福田 英彦君

３月２１日のバースディは７０才の記念すべき日でした。７

日前に発生した不整脈のために延期の予定でしたが、前日夕

方に治りましたので、アルコールなしのバースディを祝って

社会奉仕委員長　溝上 純一郎君

東日本大震災救済バザーを行います。日時は後日連絡しま

す。家にある不使用品の提供お願いします。西村副会長か

社会奉仕委員会のメンバーへ連絡をお願いします。

中央会幹事　岩政 孝君　

３月２７日佐世保カントリー倶楽部で北斗会・中央会チャリ

ティー対抗戦を行います。９時５５分スータト。水月にて結

果発表・懇親会。東日本大震災へ義援金として２万円を送り

ます。

もらいました。７０才まで何とか元気にすごせましたことに

ニコニコして今年度初めてのニコニコをします。

橋口 佳周君

３月７日、６１回目の誕生日でした。今まで生きて来られた

のもご先祖様そして皆様に支えられてきたと感謝するだけ

です。今日はクラブ奉仕委員会の担当の卓話です。委員会の

エース浅野君の登場です。話のくぎりの所ではうなずいて下

さいますようお願いします。

井上 亮君

３月２６日、５９才の誕生日を迎えます。さっそくのお祝い

有り難うございます。

溝上　純一郎君

長寿苑訪問をされたコスモスの皆様、中央ＲＣの会員の方お

疲れ様でした。結婚記念日のお花も家庭平和に我が家に非

常に助かります。ありがとうございました。

大久保 厚司君

家継が２２日に無事に歯科医師となりました。研修医は九大

再生に受かってます。又、ラーメン屋でバイトばかりしてい

る薬学部の甥っ子も、無事５年生進級しました。祝いは宜し

くお願いします。

四元　清安君

結婚記念日に花束が届く事を祈念して。２６年目に突入。

八重野 一洋君

３月２２日で４９才になりました。４０才代ラスト一年です。

ニコニコします。

宮﨑 正典君

先日は結婚記念日の花束を頂き、嫁が喜んでいました。「あら、

ロータリーの方がＪＣより良かたい」と言ってました。あり

がとうございました。

第七回クラブフォーラム

クラブ奉仕委員会　浅野 訓一君
【内容】

昨年 7 月 22 日 15 ： 00～ 17 ： 00

九十九島観光ホテルで行われた

2740地区第5・6グループロータリー

会員研修会の報告、 他



第967回　平成23年3月24日号～ P3.

次回例会 ： 4 月 7 日 （木）　１２ ： ３０〜

次回の献立 ： 花見弁当

SAA ： 本田 実君／音響 ： 四元 清安君

①昨年7月22日15：00～17：00九十九島観光ホテルで　行

　われた2740地区第 5・6グループロータリー会員研修会の

　報告

　配布資料で出席会員とロータリー会員歴のリストがあります

が、 11 クラブで 134 名出席、 会員歴 9 年以下 65 名、 10 年

以上 69 名、 各クラブ共平均して約半分半分の出席でした。

　【プログラム】

　開会挨拶：第６グループガバナー補佐　志久雄三

　ICGFについて： パストガバナー　　　　　　武井洋一

　ロータリーの基礎 ：

　　　　　　　　　　第５グループガバナー補佐　福田金治

　講和： パストガバナー　安部直樹

講和の内容　①ポールハリスのロータリー歴　②ロー

タリーの不易と流行　③病める日本　④ロータリーの

求めるもの　⑤寛容

②THE　ROTARY　HERITAGE　COLLECTION　より「ポールハリ

　ス・ライブ1942年」／DVD上映

　　【内容】

1942 年当時 （創立 1905 年より 37 年経過時） の、 ポールハ

リス （73 才） の執務風景、 自宅での暮らしぶり、 また、 自宅

でチェス ・ ベリー事務総長とロータリーについて話し合ってい

る場面を、 RI 保存資料から編集した 10 分間のビデオ （1944

年制作）

　　Rotary has succeeded

Because in Rotary the standing of a man depends upon his 

deeds,not his creeds

And,because its course leads toward the brightest and most 

alluring human objectives the brotherhood of man

（訳）

ロータリーは発展した。

それはロータリーでは人の地位はその人の主義主張ではな

く、 その人の行動に基づき、

そして、 その進路は輝かしく人類が最も渇望している全人類

の兄弟愛の実現を目指すものだからである。

③ジーンハリス（ポールハリス夫人）ロータリアンの配 

　偶者として（配布資料）

文の最後のほうに、 ジーン夫人は、 ロータリアンの夫人たち

に 「ご主人のロータリーの活動を奨励してください。 ご主人

方は、 例会から帰宅される度に、 よりすばらしい男性に成長

しているはずです。 ロータリーには、 会員が向上しようとする

高い理想があるのです」 と話していました。

④配布資料付録１

いろんなロータリークラブのウエブサイトを見て、 大和高田Ｒ.

Ｃ. の 「ロータリアンの幸せ」 というものを見つけました。 「寛

容の心を持ち、 人を許すことが出来る」 他 20 項目の文が書

かれていますが、 これは主に新入会員のための言葉として

使っているとのことです。

京都Ｒ.Ｃ、 には、 「ロータリーの 10 徳」 というのがありました。

Memo
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