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本日の出席率８６.６６％：会員数５２名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員７名・ビジター１名
前々回の修正出席率８５.４１％：出席３２名・メークアップ０名・出席規定免除会員９名

皆さん、こんにちは。
先週１０月１３日の創立
３２周年記念式典・懇親会に
おきましては沢山の会員の
方と奥様にご参加いただき、
誠にありがとうございまし
た。また、御樽、心づくしを
頂きました会員の皆様には、
懇親会に花を添えて頂きま
したことにお礼申し上げます。
澤田麿式典例会・出席委員長、同委員会メンバーそし
て井上亮クラブ管理運営委員長におかれましては大変
ご苦労様でした。無事、成功裏に終わりましたことを改
めて感謝申し上げます。
その後の牟田久美子君、深堀博英君、川野知史君の新
入会員歓迎会にも奥様数名を含め多くの会員の皆様に
参加して頂いたことも合わせてお礼申し上げます。新
入会員三君も早くクラブに成れてご活躍されることを
待っています。
本日の卓話の時間はＩＭ実行委員会によります、そ
の説明会に成ります。これまで馬場ＩＭ実行委員長並
び岡副委員長を中心に橋口ガバナー補佐も毎回参加し
て頂き、４回のＩＭ実行委員会を開催しております。こ
こ近年開始されていますＩＭとはちょっと違ったもの
と成っています。開始日は来年の２月２３日天皇誕生
日祝日の日を設定させて頂いております。詳細はこの
後の卓話の時間に夫々のＩＭ実行委員会メンバーが行
っていただきます。４５分の卓話時間拡大版と成って
いますので、私のご挨拶はこれで終わりたいと思いま
すが、ＩＭはＩＭ実行委員会メンバーだけでは到底実
現することは不可能であります。佐世保中央ＲＣ会員
のお一人お一人のご理解とご協力を頂けますことをお
願いしまして会長挨拶といたします。どうぞよろしく
お願い申し上げます。

１．例会変更・休会
＊佐世保南ロータリークラブ
１０月２１日（金）１８：３０～
ホテルオークラ ※観月例会のため

２．来信
■ガバナー事務所
・「コーディネーターニュース」１１月号
・ロータリー財団セミナーのご案内
１１月１３日（日）１３：３０～ 龍登園

10 月 11 日
10 月 15 日
10 月 19 日
10 月 21 日
10 月 28 日

田雑
田代
橋口
鶴田
牛島

豪裕・美知子
博之・顕 子
佳周・裕 子
明敏・弘 子
義亮・真喜子

ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻
ご夫妻

昭和 22 年 10 月 2 日 古川 直記 君
昭和 29 年 10 月 19 日 四元 清安 君
昭和 54 年 10 月 26 日 馬渡 圭一 君
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前田 眞澄会長 ・ 川島 千鶴副会長 ・ 香月 章彦幹事

佐世保南ロータリークラブ
日高 大輔様

本日は来年の２月２３日に我々佐世保中央ロータリ
ークラブ主管で開催いたしますＩＭ（インターシテ
ィミーティング）についてＩＭ実行委員会より発表
をしていただきます。橋口ガバナー補佐の思いを実
現し、ＩＭを成功に導くための重要な例会でござい
ますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

鶴田 明敏君

◆ＩＭ説明会◆

お花ありがとうございます。ずるずると５０年経ち
ました意思の弱い後期高齢者です。

山瀧 正久君・岡 光正君

Ｉ Ｍ 実行委員会
馬場

秋になりました。今年も北海道東神楽町久保さんの
新米をお世話させて頂きます。

橋口 佳周君
昨日１９日は４７回目の結婚記念日でした。きれい
なお花を頂きました。ありがとうございました。
また、本日の例会はＩＭの説明会です。よろしくお
願いいたします。

田代 博之君
１０月１５日が結婚記念日です。１０月１５日と１
６日、日本で一番といわれるサウナがある武雄のホ
テルに泊まって来ました。しっかりと汗を流し、次
の日には２人で福岡に出来た新しい営業所を見に行
きました。

貴博実行委員長

２０２３年２月２３日に行う
第５・第６グループのインター
シティーミーティングの開催内
容についてご説明いたします。
私共のロータリークラブにおい
て第６グループのガバナー補佐橋口佳周を輩出しガ
バナー補佐の IM に対する思いを形にするべく実行
委員会を開催しております。現在までに委員会を計
４回、この実行委員会の要である企画部会を計２回
開催し本日は各部会長より報告いたします。
最後に佐世保中央ロータリークラブ IM のスロー
ガンを皆さんと一緒に行います。
それゆけ佳周大作戦 行くぞＩＭ ２．２３。

四元 清安君
１０月１９日で６８歳になりました。歳はとりたく
ないものです。

馬場 貴博君
本日の例会でＩＭの時間を頂いております。２月２
３日の実行日に向けて部会長が頑張っていますので
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

馬渡 圭一君
誕生日のお祝い、ありがとうございました。

川野 知文・牟田 久美子君
先日は新入会員歓迎会をしていただきありがとうご
ざいました。早く皆さんとなじめるように頑張って
参りますので、今後共よろしくお願いいたします。

Ｉ Ｍ 実行委員会
企画部会 宮﨑 正典 部会長

ＩＭ
（インターシティーミーティング）
開催日：２０２３年２月２３日（木）祝日
場所： ホテル フラッグス九十九島
テーマ：「不易流行 ロータリーは何処へ」

ダイビングクラブ 一同
先週、石垣島へ行ってきました。天候には恵まれな
かったですが手つかずの自然は絶景でした。この感
動を沢山のメンバーと共有したく募集すると共にニ
コニコします。
本日の合計
本年度の累計

21,000 円
412,000 円

Ｉ Ｍ 実行委員会
登録接待部会 馬渡 圭一 部会長

登録接待部会については、主
として登録者の管理とキャラバ
ン隊の編成です。特に重要なの
は、キャラバン隊、登録者の確
保に直結する部分なので、しっ
かりと準備したいと思います。
部会については、橋口ガバナー補佐セクレタリー
の皆様を配置していただいております。
キャラバン隊の活動は、１１月末頃から１２月中
旬頃を予定しております。ご協力をお願いするかも
しれませんが、その際はよろしくお願いします。
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２０２２－２０２３年度
第６グループ
橋口 佳周 ガバナー補佐
１.ＩＭ（intercity meeting）に
ついて
１９５０年版の手続要覧に
は、グループ毎に、分区代理が
主催して都市連合会ＩＭを開かなければならないこ
とが明記されています。いつの頃からこの制度がで
きたのかは不明。初期の頃は、フォーラム形式がと
られていたため ICGF（Inter-city general forum）
都市連合会フォーラムと呼ばれていましたが、のち
に IGF（intercity general forum）と名称が変更さ
れ、分区単位で行う勉強と親睦を深める会合として
定着していました。
１９６９年の RI 理事会は、経済的理由からその
費用を支払わないことに定めましたので、ＩＭを実
施するか否かはガバナーの裁量に委ねられることに
なりました。
１９８９年に、一般的に使われていた IGF の表
現が、ＩＭに統一された。
１９９７年からの地区リーダーシッププラン
（DLP）の採用によって、１９９８年版手続き要覧
から、都市連合会と分区代理の文字が消えたことを
受けて、ＩＭに関する記事も抹消され現在に至って
いる。
近隣クラブが共通のテーマで語り合い、知己の輪
を広げる意義は大きく、殆どのＩＭはフォーラムと
懇親会がセットのなった IGF 形式がとられていま
すが、セミナー形式がとられることもあります。
地区のガバナーの自由裁量によって誰が主催する
かを決められますが、現ガバナーは、ガバナー補佐
に任せますと言われておりますので、今回のＩＭは
ガバナー補佐の主催で行う事とします。
２.国際ロータリー第２７４０地区 第６グループガ
バナー補佐
２０２３年２月２３日にＩＭをやろう（ロータリ
ー創立記念日） 第５・第６グループ合同
決議２３-３４ １９２３年 RI 国際大会（セント
ルイス）の決議２３-３４されて１００年目の年
ロータリーの奉仕理念を確定した唯一のドキメン
ト「ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学で
あり、それは利己的な欲求と義務及びこれに伴う他
人の為に奉仕したいという感情の間に常に存在する
矛盾を和らげようとするものです」 ロータリーに
は二つの基本理念がある。
一つは、他人のことを思いやり、他人の為に尽く
そうという国際奉仕を含んだ対社会的奉仕活動に関
する理念であり、私たちはこれを Service above
self というモットー で現わしている。もう一つ
は、科学的かつ道徳的な経営方針によって自分達の
事業や同業者の事業の発展を図るとともに、業界全
体のモラルを高めていこうと言う職業奉仕の理念で
あり、私たちはこれを one profits most who
service best と言うモットーで表しています。

３.「不易流行」テーマ
松尾芭蕉 蕉風俳諧
「伝統を重んじながらも、新しいものを取り入れ
る」
「変えていいものと、変えてはいけないもの」
ロータリーにも、変化は必要になることは、「ダ
ーウインの進化論」でも言われている通りです。
只、今までの伝統がこうだったとしらずに、流行だ
けを追いかけるのはいかがなものか１１７年続いて
いるロータリーの根幹にあるものは、先に触れた決
議２３-３４に示されたロータリーの２つのモット
ーだと思います。
コロナ禍によるロータリークラブの活動の停滞と連
帯意識
２０１９年の規定審議会で大幅に改定されたロー
タリークラブ定款
クラブ定款に例外規約が認められたことにより、
結果としてクラブの自治権が大幅に拡大された。
一方、職業分類事実上無し 例会 原則週１回が
少なくとも月２回
会員身分 家庭の主婦、退職者でも可
出席 例会前後２週間のルール撤廃
年度内いつでもメークアップ可
標準ロータリークラブ定款の例外規定、細則によっ
て、定款と異なる規定を制定可能。大幅なクラブの
自治権が与えられた。
コロナ禍で、例会、その他のクラブのプログラム、
他クラブとの交流（メークアップ減少）等、ロータ
リー活動が活発にできなかった事で、特に会員増強
をして新入会員の方がたも、ロータリー活動の醍醐
味を知らないまま来ている現状です。
ＩＭは入会３年未満の会員の勉強会だとの今まで
の考え方だけでなく、近隣クラブの皆様とのフォー
ラムを通して、今の自分のクラブの在り方、他のク
ラブの良い点等を勉強する機会があっても良いので
はないかと思っております。

ＳＡＡ：井手 陽一君
次回例会１０月２７日１２：３０～
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