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本日の出席８５.７％：会員数４２名・出席３４名・欠席６名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター３名
前々回の修正出席率１００％：出席３４名・メークアップ ６名・出席規定免除会員（２）２名

皆さんこんにちは。４月２４日
市長・市議の選挙で当選された
当クラブ名誉会員の朝長則男市長、
会員の崎山信幸市議、重ね重ね
おめでとうございます。又、ご協
力いただきました会員の皆様、
本当にお疲れ様でした。この二人
には、２期目の活躍を存分に発揮
されると思います。応援します。
初めての点鐘でした。今まで会長の点鐘を数多く見てきたの
ですが、百見は一行に如かずという諺を思い出します。百聞は
一見に如かずはよく聞くことですが、一回経験することは百
回見るよりもより深く知ることが出来るのではないかと思い
ます。田雑会長の思いやりに感謝です。
この点鐘によく似た事で、昔換鐘をたたいた事を思い出し
ました。まだその頃鎌倉円覚寺管長だった朝比奈宗源老師
に相見し、参禅するときにこの換鐘をたたいて入室した事を
思い出しております。その時の公案が「無」
。今もってこの
無がわからずに困っております。
佐世保中央ＲＣ入会した事も一つの体験で、皆様との付き
合いを楽しくさせていただいております。人生は一期一会の
連続です。この時間は戻ってこないので、おろそかには過ご
せません。出会いを大切にしたいと思います。これも一期一会
の縁かもしれません。今日も初めての経験をさせていただき、
ありがとうございました。

佐世保ロータリークラブ
佐世保南ロータリークラブ
佐世保北ロータリークラブ

遠田
植木
深町

公夫様
義孝様
等様

１． 例会変更
■佐世保北ロータリークラブ

５月 ９日（月）１８：３０～
シネマボックス太陽 従業員招待例会のため
■伊万里ロータリークラブ
５月１１日（水）１２：３０～→１８：３０～
伊万里玉屋 夜の例会の為
■佐世保東南ロータリークラブ
５月４日（水）
・１１日（水）
休会 定款第６条第１節により

２． 来 信
■ガバナー事務所
ゴールデン・ウィーク休業のお知らせ
５月２日（月）
・５月６日（金）
■平戸ロータリークラブ
創立５０周年内容変更のお知らせ
■長崎県立佐世保特別支援学校
平成２３年度運動会のお知らせ

３． 伝達 ・ 通知
・本日は田雑会長が商用の為例会に出席できないので、
会員の皆様に大変申し訳ありませんとお伝え下さいと
この事です。
・来週の例会は祝日休会となっております。
・５月１２日の例会は短縮例会として、次年度ガバナー
補佐坂井智照君の激励会を行いたいと思います。後日
ご案内申し上げます。

昭和２４年４月 １日
昭和３５年４月１５日

指山 康二君
前田 眞澄君

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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パワーを使い果たし、疲れはてていますが、すがすがし
い気分です。皆様ありがとうございました。中央ＲＣは
家族で！。次は１００回記念ゴルフで楽しきましょう！
４月 ６日
４月１３日
４月２２日
４月２２日
４月２９日
４月２９日

古川
池永
本村
川﨑
西村
山瀧

直記・敏子 ご夫妻
隆司・智恵子ご夫妻
政信・美規子ご夫妻
洋一・梨恵 ご夫妻
浩輝・雅子 ご夫妻
正久・秋子 ご夫妻

担当 ： 岩政 孝君

古川 直記君 ・ 山瀧 正久君 ・ 池永 隆司君
本村 政信君 ・ 川﨑 洋一君
結婚記念日のお花ありがとうございました。
川島 千鶴君
いつまでも結婚記念日の花束がもらえない川島です。３／３
でもなく、５／５でもなく、４／４に素敵なお花を３年
経った今年やっと頂けました。ありがとうございます。

佐世保ロータリークラブ 遠田 公夫様
中央ＲＣに市議誕生の吉報おめでとうございます。さて私
事ですが、ホテル会長としてのメークアップは今日が最後
です。５月からは、顧問としてホテルの対外的な常務を致
します。尚、５月中旬にコンサル会社を設立致しますので
合わせてよろしくお願い致します。今後ともホテルのサー
ビス、料理等何なりとお申し付けください。

前田 眞澄君
４月２３日土曜日、晴れて結婚式を挙げる事が出来まし
た。挨拶を頂きました田雑会長、締めのお言葉を頂きま
した牛島パスト会長はじめご臨席頂きました皆様、本当
にありがとうございました。中央ＲＣにはお手本となる
夫婦像がたくさんあります。よ～く考えて参考にさせて
頂きます。合わせて誕生日祝いもありがとうございました。

佐世保北ロータリークラブ 深町 等様
前田さん、ご結婚おめでとうございました。崎山さんご当
選おめでとうございました。田雑会長ハナミズキありがと
うございました。中央ＲＣの皆様には大変お世話になります。

指山 康二君 ・ 田端 茂君 ・ 岩政 孝君
この一ヶ月間大変ご迷惑お掛け致しました。皆様のご協力
で何とか届きましたが、４年後の事が又心配になって来ま
した。本人の「フットワーク」が４年間続いて行くことを
信じています。ありがとうございました。

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。本日は仕事で鹿児島に来ておりま
すが、気持ちはこの例会場にあります。円滑な例会が進
められる様、南国・鹿児島より祈念申し上げ挨拶に換え
させていただきます。
長富 寿人君 ・ 牟田 憲市君 ・ 古賀 純男君
崎山君の市会議委員当選をお喜び申し上げます。よく頑
張っていただき、私共もホットしました。又選対本部で
頑張られた指山君は口で、岩政君は頭で、田端君は足で
票集めをされたようです、大変お疲れ様でした。
西村 浩輝君
４月２９日は昭和の日となっておりますが、その日が何
回目かは忘れましたが、結婚記念日のお花ありがとうご
ざいます。
牛島 義亮君 ・ 四元 清安君
崎山君当選おめでとうございます。そして、前田君結婚
おめでとうございます。二人の出会いから私はよく知っ
ているものですから、喜びもひとしおでした。思わず万
歳三唱の挨拶もＴ先輩達の巻きコールを無視して長く
なってしまいました。お詫びのつもりも兼ねてニコニコ
します。四元君もニコニコ便乗です。
指山 康二君
６２回目の誕生日記念ありがとうございます。６２才の

崎山 信幸君
佐世保中央ＲＣメンバーの皆様、今回の市議選、大変お世
話になりました。本日、市役所にて当選証書と議員バッジ
をいただきました。皆様方のお力添えにてバッジをつけさ
せて頂きます。皆様のご期待に添えるように頑張ってまい
りますので、今後とも厳しくご指導よろしくお願い致しま
す。心より感謝申し上げましてニコニコを致します。

本日の合計
本年度の累計

420,000 円
726,000 円

地区協議会の報告
田代 博之会長エレクト
地区協議会４月９日（土）長崎全
日空ホテルグラバーヒルにて開催。
基調講演は田口厚パストガバナー
が話されました。まず東日本大震災
ですが、ガバナー事務所は残って
いるそうです。しかしクラブ事務所
はよく判っていません。それと亡くなられた方は、人数は
判りませんがいらっしゃるそうです。長崎大水害の時も島
原の噴火の時も全国のロータリークラブから色んな援助
を頂いたそうです。しかし記録は残ってないということで
す。今我々がやることは義援金も含め復興に力をかすこ
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ではないかと話されました。
田口パストガバナーは中一の時に原爆にあわれたそう
ですが、今でも元気に生きている。放射能風評被害を打
ち消す必要があると言われてました。それから災害の時
は外科と整形外科が最初に必要で、その次に呼吸器科、
感染病、その次が精神科、最後が白血病ということだそう
です。なお長崎ロータリークラブは原爆がおちた時も例
会をやっていたそうです。
会長・幹事部会では野口清パストガバナーが話されま
した。ロータリーの神髄とは何かということ、
「親睦」
「奉仕」
「寛容」だそうです。１９０５年にポール・ハリス、シル
ベスター・シール、ガスター・ローア、ハイラム・ショーレー
の四人で始めましたが、最初は「親睦」をメインに会員相
互の職業上の利益を計ることだったそうです。これが内
側に向くエネルギーで、次に生まれてきたのが奉仕。最
初は奉仕をする人とつくるのがロータリーの奉仕というこ
とで、これが外側に向くエネルギーになりました。この内
側のエネルギーと外側のエネルギーが対立して、１９１６年
に別組織になったそうです。これが今の国際ロータリーに
なったということです。しかし親睦と奉仕が対立すること
はよくないということで、お互いがすべてを許す必要があ
る、そのことから寛容が生まれました。これがロータリー
の神髄「親睦」
「奉仕」
「寛容」が生まれた歴史です。又ガ
バナーというのは国際ロータリーの支店長という立場に
なるそうです。そして国際ロータリーの会員は各クラブに
なります。
それからクラブの会長は何かというと飾りだそうです。
黙って、座っていればいいのかなと思います。よく言わ
れるように会長は天皇陛下で、幹事は総理大臣。会の運
営のすべての権限は総理大臣たる幹事がもっているとい
う話でした。会長は 知っていても何も言わず、知らな
いふりをしないといけないと言われました。しかし何も言
わないとは非常に難しいことでアドバイスはドどんどん
していきたいと思います。それも被選理事会までで、後
は出来るだけ任せていきたいと思います。
それでは会長の仕事は何かというと理事会の議長。後
例会での会長挨拶だそうです。この二つの仕事はしっか
りこなしていきたいと思います。それからもうひとつ、ク
ラブ及びロータリーのすべての決定権はクラブの理事会
にあるということですので、理事会では真剣に協議、審
議していきたいと思います。報告とともに私の思いを語り
ましたが、これで報告を終わりたいと思います。

次回例会 ５月１２日 （木） １８：３０〜
次回の献立：はみだし天丼、 赤だし、 酢の物
SAA 本田 実君／音響：四元 清安 君
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