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本日の出席率７９.５％：会員数４４名・出席３３名・欠席９名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３７名・メークアップ５名・出席規定免除会員（２）１名

2011~2012年度クラブスローガン

 皆さん今晩は。台風が過ぎて朝

晩急に冷え込むようになりまし

た。季節の変わり目です、お体

には十分注意していただきたい

と思います。

　

 先週 , 橋口財団委員長と、国際

奉仕・ロータリー財団セミナー

に行ってきました。橋口委員長がお休みですので、少し財

団の説明をしたいと思います。

今年度の地区の財団、米山の数値目標

　・ロータリー財団年次プログラム基金の目標：

　　２３万ドル

　・ポリオ撲滅へのロータリーの２億ドルのチャレンジ目標：

　　５万７千ドル

　・米山記念奨学会年間目標：２５００万円

この目標達成のために、各クラブへ数値目標を入れた寄付

のお願いが来ます。その目標を出来るだけ達成しやすくす

るために、中央ロータリーは基金会を作ったということで

す。

　ＲＩ２７５０地区高橋茂樹財団副委員長の基調講演があ

りました。その中でロータリーは奉仕団体である。このこ

とを強調されていました。だから財団に対する寄付をよろ

しくお願いしますということだろうと思います。それと２

０１３年～２０１４年からロータリー財団の大幅の改正が

行われます。これが『ロータリー財団の未来の夢計画』です。

その為の試験的プログラムとして、全世界から１００地区

選ばれ、パイロット地区として２０１０－２０１１年度より

３年の試験的プログラムがスタートしました。韓国の釜山

蓮山ロータリークラブがこのパイロット地区に入っている

ために、当クラブとのマッチング・グラントが出来ません

でした。

　私もよく分かっていませんでしたが、ロータリー財団に

は３種類の寄付があります。

　１、年次寄付　　

１．例会変更

・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

９月１３日（火）　１８：３０～

ホテル日航ハウステンボス　観月例会のため

・佐世保ロータリークラブ

　９月１４日（水）　１２：３０→１８：３０～

　富士国際ホテル　観月例会のため

　９月２１日（水）　休会　定款第６条１節により

・佐世保東ロータリークラブ

　9月２２日（木）　休会　定款第６条第１節により

・佐世保西ロータリークラブ

　９月２７日（火）１８：３０～

　ホテル万松楼　　夜の例会のため

ReportReportReport

　　　１０００ドル以上の寄付者をポール・ハリス・フェ

　　　ローと言います。３年間利殖に回し、その運用益を

　　　運営費にあてます。３年後に全額プロジェクトに使

　　　われる。

　２、恒久基金　

　　　１０００ドル以上の寄付者をベネファクターと言い

　　　ます。基金として積み上げ、元金には手をつけずに

　　　その運用益のみを使用します。

　３、使途指定寄付　　

　　　ポリオ・プラスへの寄付やマッチィング・グラント

　　　への拠出金が該当します。

　　　よく分かっていなかったのは、年次寄付は全額プロ

　　　ジェクトに使われ、運営費には使われていません。

　　　また恒久基金には手をつけませんから運営費は運

　　　用益の中からねん出をしているということです。

　

　成功の法則その１０

　人生の報酬は貢献した量に等しい

ロータリーの寄付もこの貢献かなあと思いました。
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本日の合計　　　　    6,000 円

本年度の累計　　　157,000 円

　　　■ 会員卓話　■

　皆さん今晩は。今日は、貴重な時間

を頂き有難うございます。３０分の予

定で、いろいろ考えてきましたが、先程、

八重野幹事より「ＩＭ実行委員会」よ

り報告があるので、２０分でいいよ！

と言われ内心「ホッ」としております。

　改めて自己紹介をさせて頂きます。私は、昭和４０年に

佐世保市黒島町で生れ、地元の小中学校から、北松南（今

の清峰高校）を卒業しました。その後、佐世保市内のアパ

レル関係の会社でサラリーマンを１５年経験し、平成１１

年に今の警備保障の会社に入り、平成１６年には、天然水

の販売会社（有）みずやを設立し、現在二つの会社の代表

を務めております。

　６月２日に入会をさせて頂き、早いので３ケ月が経ちま

した。今日で１５回目の例会です。今のところ全て出席を

しております。私自身の目標として、１年間は全ての例会

に出席したいと思っています。入会の切掛けは、ＪＣに５年・

ＹＥＧに５年入会をしておりました。その時の先輩方に「中

央は楽しかけん！」と言われ、最終的にはＹＥＧでの恩師

でもあります馬場先輩の推薦で、入会させて頂きました。

また、もう一つの理由が、指山パスト会長から「中央に入

らんば、みずやの水は解約するばい」と言われ、解約され

たら、会社が潰れると思い入会しました。

　正式な入会の返事を４月にしたものの、入会するまでは、

担当：崎山　信幸君

親睦活動委員長　前田眞澄君
創立記念例会・懇親会のお知らせです。

　日時　１０月６日 （木） １８：３０～　例会　１８：５０～　懇親会

　場所　弓張の丘ホテル

尚、 会場までの送迎バスを準備します。 ご希望の方は返信用

紙に記入の上、 ９月２１日までに返信下さい。

中央会会長　井上 亮君
いよいよ９月１１日 （日） に佐世保カントリー倶楽部にて中央会ゴ

ルフコンペを開催します。 当日の天気は曇りです。

追伸　ハンディキャップの変更をします。

　　　　池永　５０→４０　　馬場　５０→４０

committeecommitteecommitteecommittee

田代 博之会長・八重野 一洋幹事

富永副会長は、 社内旅行でイタリアで今頃昼食でもとられている

のでしょうか。 おみやげがあるのかなあ～。 今日は岡君の卓話とＩ

Ｍ実行委員会企画総務部会の現況報告があります。 よろしくお願

いいたします。

崎山 信幸君

皆さん、こんばんは。 中央ロータリークラブの皆様の後押しを頂き、

議員として再出発をさせていただきまして、 早四ヶ月経ちました。

日々、 緊張感を持ちながらスピーディーな対応に心がけ、 活動を

致しております。 本日より９月議会が開催されますが、 私、 崎山よ

 　９月２０日（火）休会　定款第６条第１節により

・伊万里ロータリークラブ

　 ９月２１日（水）１２：３０→１８：３０～

　 割烹　ひさご　夜の例会のため

 １０月１２日（水）１２：３０→１８：００～

  　ロイヤルチェスター伊万里　

　　伊万里西ＲＣと観月会のため

　

２．来　　信

　  ・ガバナー事務所

　　 ①米山奨学生“出前卓話”ご利用のお願い

　　 ②2010 ～11年度社会奉仕委員会実施事業集計

　　 ③東日本大震災義援金の使途について

　　 ④第10 回ロータリー全国囲碁大会のご案内

・佐世保西ロータリークラブ

岩永信昭ガバナー公式訪問歓迎会並びに

第 4 回佐世保市内ＲＣ会長・幹事会のご案内

日時　１０月５日（水）　１８：００

場所　ホテル万松楼

３．伝達・通知

　　特にありません。

うやく出番が周ってまいりました。 ９月１６日 （金） 午前１１時より議

場において一般質問を致します。 時間的には約１時間ですので、

お時間都合がよろしければ是非傍聴に来ていただきまして、 後日

ご指導を戴ければ、 幸いにございます。 よろしくお願い致します。

頑張ります !

川島 千鶴君

遅れて入って慌ててしまい静かに入る予定が、ド派手な登場になっ

てしまいました !　ネームボードを倒して順番さえ判らなくてしまい…

この後残って名前を入れたいと思います。 またＣＤが違うのが流れ

たようで併せてお詫び申し上げ、 ニコニコします。

前田 眞澄君

本日は岡君の卓話ということで、 岡君におかれましては身長の高

さでは古賀さん、牛島さんをぬき、口のうまさでは井上さんをまかし、

身のかわ仕方のうまい池永さんをふうじこみ、 立派なロータリアン

になることを祈念いたしまして、 ニコニコします。

岡　 光正君
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色んな事を悩みました。３月１１日の震災後は、公共工事

の予算削減や長崎県全体の仕事が減る等の、マイナス的な

話が飛び交っていました。その様な経済状況の中で「果た

してロータリーに入会して会社は大丈夫かな？」とか「年

に約２０万円の会費を払っていけるかな？」等と悩みまし

たが、今は、入会して良かったと思っています。もし、入

会してなければ、その時間は「何をしていただろう！」と

反対に考えています。１５回の例会での感想を少しお話致

します。先輩方にご挨拶させて頂く中で、ベテランの先輩

に次の事を助言して頂きました。【岡君、この例会の１時間

は会員全部に平等に与えられた時間だから、この中で色ん

な事を学びなさい！その他では、先輩後輩のケジメをつけ

ていきなさい】という大変心に残る言葉でした。しかし、

私自身この１時間で「何を学ぶか？何を学べばいいのか？」

と最初は戸惑いましたが、今は、回を重ねるごとに少しず

つ理解してきているところです。今では、田代会長の「成

功の法則」の話を聞けるのが楽しみになりました。これか

らも、いろんな事を学んで行きたいと思います。

　さて、本業の警備業の話をさせて頂きます。警備業とは
何かと言いますと「他人の需要に応じて、人の生命、身体、

財産等に対する侵害の発生を警戒し、防止する業務」の事

です。また、警備業は、都道府県の公安委員会の管轄にな

り「認定制度」により警備業法で、厳しく規制されています。

また、警備業の歴史は約５０年前に遡り、アメリカのピン

カートン社という探偵会社の草分けとして昭和３７年に誕

生しました。その後、昭和３９年の東京オリンピックの選

手村の警備。昭和４５年の大阪万国博覧会の警備の成功に

より、警備の存在が広く認識され、その流れが、高度成長

期における企業の合理化と人手不足の時代を背景として、

商店、事務所、工場等における施設警備。工事現場やイベ

ントでの交通誘導や雑踏警備業務。現金輸送業務。ボディ

ガードなどの分野で「安全産業」となり急速に発達してき

ました。

　話は変わりますが、私は、７年前に原分町に新居を構え
ました。そして、半年後に窓ガラスを割られて、空き巣に

入られました。その時、警察の事情聴取で「警備会社の社

長さんが空巣に入られては、いけませんな！」と笑い口調

で言われました。それから、当社制作の「巡回警備」のシー

ルを家の目立つ所に貼っていますと、それが防犯になり、

今までは空巣に入られていません。今日は、このシールを

持ってきていますので、必要な方は、あとで差し上げたい

と思います。また、我々の警備の現場では、不当要求され

るケースがあります。昨年も工事現場で、「いきなり止めら

れて、助手席に乗っていた犬が精神的ダメージを受けた。

また、車内の荷物が崩れ、怪我をした。会社をつぶす」等

と脅し、現金１０万円を恐喝してきました。その会話を、Ｉ

Ｃレコーダーに録音しており、それが決め手となり逮捕さ

れました。もし、皆様方に不当要求があった場合は、絶対

にお金を出すと言わない様にして下さい。また、ＩＣレコー

ダーは、持っていた方が後で証拠となり役立ちますのでお

勧めします。

　

　今社会問題となっています、暴力団の件ですが、排除す

る目的で我々の業界では、県警本部の指導で勉強会が年に

数回あります。今年の３月にあった内容を少しお話しさせ

て頂きます。これは、県警から頂いた資料ですが、長崎県

内の暴力団の情勢は次の通りです。山口組８組織・２５５

人　道仁会２組織・５０人　福博会１組織・４０人　工藤

會３組織・１５人　誠道会２組織・２０人　その他交友者

１８０人　合計１６組織５６０人確認しています。この５

６０人が多いか少ないかというと、長崎市の場合は、人口

約４４万２千人。その内男性が約２０万人。その内２０歳

から６５歳は、約１２万３千人。一方暴力団関係者は約３

００人とすれば、何と！約４００人に１人が暴力団関係者、

更に暴力団と共生する輩を加えると、２００人に１人、い

や１００人に１人が暴力団関係者やその共生者です。我々

の身近には、暴力団関係者が常に目を光らせていると思っ

て、皆様方も注意して行動されて下さい。

　そろそろ、私に与えられた時間がきましたので、この辺
で終わりたいと思います。これから一日も早く、ロータリー

の精神を理解して頑張って行きますので、宜しくお願いし

ます。ご清聴有難うございました。

ＳＡＡ： 福田 英彦君／音響：川島 千鶴君

次回例会／９月１５日１２：３０～

次回献立／トルコライス、サラダ、スープ

【ＩＭ実行委員会現況報告】

ＩM副実行委員長兼企画総務部会長　牛島 義亮君

　田代会長のときの一つの目玉事業として１０００回記念

例会・ＩＭの開催があります。ＩＭとはインターシティ・ミー

ティングといい、第５Ｇ・第６Ｇに出席を要請しパネルディ

スカッション・講演会等を開きロータリーについてお互い

に語り合う場です。そのＩＭを九十九島観光ホテルにて、

平成２４年１月２８日（土）に開催いたします。式典１４

時より、懇親会を１８時３０分より行います。内容につき

ましては、｢東日本大震災へのロータリーとしてのかかわり

あい」等テーマを考え企画中です。講演者には参議院議員 

山東昭子氏を迎えるべく田雑直前会長にアポイントを取っ

ていただいております。どのような形での開催になるか心

配しておりますが、皆様のご協力をお願いします。

ＩＭ実行委員長　竹本 慶三君

ＩＭが１月２８日開催されます。中央ＲＣ力を結集して成

功させたいと思っております。｢東日本大震災へのロータ

リーとして何ができるか」を実際に被災現場に派遣され活

動された海上・陸上自衛隊の方・ボランティアで被災地に

赴き活躍された方等をおまねきして御話を聞き皆さんで考

えてみたいと思います。よろしくお願いします。

第６グループガバナー補佐　坂井 智照君

時間もありませんので、竹本実行委員長・牛島企画総務部

会長・企画室の皆様、クラブの皆様のご協力を得て素晴ら

しい IMが開催されますようお願いいたします。
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