
会長　中島　祥一君

皆さんは自分自身をどの程度の中古品と思
っていますか。人は生まれてから年をとるた
びに中古の程度が進んでいるんですね。赤ん
坊が新品と言いますが“オギャー”と発声し
た瞬間から中古品になるわけです。でも子ど
もはまだ成長するから日々新品を生きている
のですが、生殖能力に達するまでで、その年
齢を過ぎると、あとは中古品。長寿社会にな
ればなるほど、人生の大半を中古品時代が占
めることになるのです。ですから中古品の程
度というか等級があるんです。「中古」「中古
良品」「新品同様」「未使用」…。中古品の位
が下のほうは「ただいま入院中」とか私みた
いに「痺れがある」とか、この辺はやはり中
古欠品ということでしょう。この頃下手をす
ると部品取りとして利用されることがありま
すのでご注意ください。
中古良品はむしろ新品より滑らかに動きま
す。その動きの影には豊富な知識と経験がず
しりと詰まっているからです。中古品はすで
に使用に耐えてきていますので、新品よりず
っとずっと強い。皆さん「中古良品」で元気
よく過ごしましょう。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保夢大学　事務局長 久田　和之様
○ビジター
佐世保西RC 鴨川　　潔君

吉武　直亮君
副島　洋平君
今泉貴世志君

○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん

幹事　富永　雅弘君
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佐世保ロータリークラブ 会　長蘆中島　祥一　　　幹　事蘆富永　雅弘 

 事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 

 例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181

2006～2007年度テーマ　LEAD THE WAY　　率先しよう　　2006～2007年度  R.I.会長　ウィリアム・ビル・ボイド 



２．第2740地区ガバナー 田口　　厚君

国際青少年交換委員会

委員長　瀬戸口智彦君

九州（熊本・阿蘇・別府）小旅行開催につ
いて（ご案内）
①実施日／2006年12月3日豸～4日豺

12月2日 地区大会参加後（長
崎宿泊）実施

②参加者／来日学生
③目　的／九州の歴史遺産や自然を見聞

し、留学地である九州への理
解を深める

３．地区ローターアクト委員長 大島　　隆君

提唱　諫早ロータリークラブ

会長　菅原　眞博君

地区ローターアクト代表 荒木　真一君

諫早ローターアクトクラブ

会長　葉山信太郎君

インターシティミーティングのご案内
日時／2006年11月26日豸

受付9:30～　点鐘10:00～
RAC会長幹事会15:00

場所／諫早市役所多良見支所　のぞみ会館

４．台南扶輪社

季報　秋号2006

５．つくも苑　所長　文化祭のご案内

日時／11月18日貍・19日豸　10:30～
場所／訓練棟

ロータリー情報委員会

委員長　井上　斉爾君

ロータリー新会員研修会
2006年11月15日貉 16:00～　レオパレス

朗遊会　米倉洋一郎君

第３回朗遊会開催のご案内
日時／2006年12月9日貍
場所／佐世保カントリークラブ

親睦活動委員会　山本　　聡君

○今月の誕生祝い
井上　斉爾君（3日）
福田　金治君（4日）
武井　洋一君（15日）
闍田　俊夫君（18日）
松尾　文隆君（22日）
闍口　純一君（26日）

親睦活動委員会　有薗　良太君

佐世保西RC 吉武　直亮君

この度、西ロータリークラブに入会させて
いただきました吉武と申します。初めてのメ
ークアップですが、今後とも皆様よろしくお
願い致します。

佐世保西RC 副島　洋平君

今年の7月に西ロータリークラブに入会さ
せていただき、本日初めてのメークアップを
させていただきました。今後も佐世保クラブ
さんの例会におじゃまさせてもらうと思いま
すので、よろしくお願い致します。

外間　雅広君、F田　俊夫君

山縣　義道君、中村　徳裕君

加納洋二郎君、千住　雅博君
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後、このセットは一般開放され、ミーハーな
私は早速見に行きました。セットであるが故
にその「ちゃちさ」は否めませんが、やはり
原寸大という存在感は「圧巻」です。しばら
くは尾道の観光名所となっておりました。
そして「大和」といえばもうひとつ。江田
島を対岸に望む呉市に、平成17年4月、「大和
ミュージアム」が開館いたしました。こちら
の見物は10分の1スケールの大和の模型です。
26.3mの精巧な模型は、吹き抜け3階の展示
室であらゆる角度から「大和」を眺めること
ができます。こちらも「圧巻」。と同時に
「美しい」「優美」という形容詞が浮かんでき
ます。
このミュージアムには、「大和」に関する

詳細な資料の他、帝国海軍の歴史、また零式
戦闘機、回天等の実物も展示してあります。
しかし、私が一番惹かれたのは、現在の「大
和」。平成11年に撮影された「海中に没した
大和」の水中撮影の映像でした。私にとって
「大和」は実際の写真や模型ではあっても、
やはり空想上の産物でしかなかったのです
が、この朽ち果てた「大和」の残骸の映像は、
「大和は実在した」との圧倒的な存在感を私
に与えてくれました。
「兵器」としての戦艦ではありますが、「大
和」という言葉に、ある種の感慨と高揚感を
感じるのは私だけではないでしょう。皆様も
機会があれば是非足をお運びください。

本日卓話をされる夢大学の久田和之さんの
卓話に期待しています。

井上　斉爾君、福田　金治君

F田　俊夫君、松尾　文隆君

F口　純一君

誕生祝いありがとうございます。

雑誌委員会　長富　正博君

ロータリーの友　第11号　友愛の広場

「戦艦大和の最期」より

1945年4月7日、戦艦大和は特攻出撃し、米
軍機に撃沈されました。私は当時、江田島の
海軍兵学校の生徒で、それを知り大変悲痛な
思いに駆られました…と記されております
が、私の話は大きく脱線いたします。
今年のお正月映画として「男たちの大和」

という映画が封切られました。兵学校を卒業
まもない一兵卒の視点を通じ、戦艦大和の最
期の出撃から沈没、そして生き残った兵士の
その後を描いた映画でした。
この映画の撮影に際し、尾道に原寸大の大
和が再現されました。全長263mの大和を喫
水上部、艦首から艦橋部へちょうど煙突部の
あたりまでの約190m、ゆるやかなカーブを
描く前甲板、第1砲塔の台座と第2砲塔は46セ
ンチ主砲も再現されておりました。撮影終了
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『学校の応援団になってください』

佐世保夢大学
事務局長　久田　和之様

今日ほど教育問題がメディアで取り上げら
れることはありません。「親の子育て・学校
の教育は大丈夫か」を通り過ぎて「親は何を
しているのだ」「学校は何をしているんだ」
といったたぐいの厳しい指摘がされていま
す。
いじめを苦にした子どもの自殺、児童虐

待・誘拐など、子どもが被害者となる痛まし
い事件、子どもが加害者となる悲しい事件、
不登校や学力低下や2極化の問題、学級崩壊、
教員の指導力や資質の問題等々、数えればき
りがない課題を抱え、あえいでいるのですか
ら厳しい指摘も当然のことです。しかも、茶
髪にピアス、女子高生の化粧、男子高生の腰
ズボンなど日常的に見られ、バスの中では座
席を鞄が占拠しています。小学生らしくとか
女の子らしくとかの言葉も死語になりかけ、
最近は「らしく」と固定的にとらえるのは問
題で、それぞれの個性と考えるべきだと主張
する人もいます。
物が豊かになり、情報が飛び交い、考え方
も多種多様です。「らしく」という枠が取り
払われて、自由奔放な考えをそのまま学校に
持ち込んでいる親や子どもがいて、その対応
や指導が難しい状況にあるのも否めません。
このような豊かな時代の教育の課題は、私た
ち大人社会の問題、とりわけ親や学校教育の
問題であると受け止めることからのスタート
が必要だと考えます。

このような教育の今日的な課題解決のため
に、国や県、本市においても諸改革が急ピッ
チで進められています。教職員の人事評価制
度、学校の外部評価と公表、少人数指導支援、
2学期制の導入など規制緩和・情報公開・住
民参加の改革が矢継ぎ早に実施され、これか
らも、さらに大きな枠組みの改革が予想され
ます。これまで学校はどちらかというと、何
事も内部だけで処してきた嫌いがあります。
校門の中の論理は社会の非常識とさえ揶揄さ
れたこともあります。そこからの脱却を図る
べく努力をしているのですが、自浄作用だけ
では追いつきません。どうか皆様の積極的な
関わりと刺激により、学校に活力を注入して
ください。とりわけ、学校運営に直接的な責
任を負う校長・教頭の意識改革・資質向上が
特色ある学校づくりには不可欠です。民間の
考え方や活力、事業経営のノウハウを話題と
して、校長・教頭に刺激を与えてほしいと思
います。また、これからの社会を担う子ども
たちに職場体験学習を積極的に受け入れてい
ただき、正しい勤労観、職業観、将来への希
望などのキャリア教育の推進を支援していた
だきたいと思います。
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（今週の担当　町　　　孝）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

＊次回例会予告＊

卓話　　アルカスSASEBO

事務局長　小浦　康正様

卓　　話


