
会長　遠田　公夫君
NHKの人気番組に「その時、

歴史が動いた」という番組があ
ります。私にとっても、否応な
しにロータリーのその時が巡っ
てまいりました。これまでは、
虫瞰図、つまり虫の目線でRCの目先の事ば
かり見ておりましたが、今日からは、鳥瞰図、
つまり鳥の目線で、ロータリーを広角度に見
ていかなければならないと感じております。
しみじみと「立場が変わると、景色の違い」
を感じます。どうか、その鳥が迷走しないよ
う、ご指導をお願い致します。
さて、今日は、例会初日から2740地区、ガ
バナー補佐、竹田健介さんにお越し頂き、こ
れまで2回に分けていたクラブ協議会を1日で
終えてしまいます。第5グループとは、平戸、
北松浦、松浦に市内の西RC、佐世保RCを加
えた5つのRCが所属するグループで、それを
統括するのが竹田ガバナー補佐です。心より
歓迎致します。加えて、来週の例会は、鈴木
ガバナーの公式訪問例会でございます。今日
にも増してご出席よろしくお願い致します。
それでは、理事会報告を致します。

①今朝、9時より市内8ロータリークラブ、会
長・幹事にて、朝長佐世保市長に就任挨拶
に伺って参りました。
②2点目は、闍口会員、峯会員、安井会員の
退会に伴い、組織・役割が変更になりまし
た。いつもながら、開けてびっくり状態の
役割ですが、何卒、ご了承ください。
A：佐々木秀也会員→国際青少年計画副委
員長

B：才木邦夫会員→親睦活動に加え、クラブ
会報委員　

C：鬼木和夫会員→財団奨学・米山副委員
長、親睦活動委員会

③ガバナー公式訪問例会は、先ほど申しあげ
た通り、来週の昼例会ですが、夜は激励会
を18：30より、玉屋文化ホールで行います。
当クラブは現在42名のご参加を頂いており
ますが、どうかよろしくお願い致します。
8クラブ合計220名参加。
④出席規定適用免除届けが、安福鴻之助会員
より提出され、定款9条3節の規定に早くか
らクリアしておりますが承認致しました。

最後に、本日は、私の船出を心配して駆け
つけて頂きました多くのビジターの皆様に心
からの感謝を申しあげ会長挨拶と致します。

○国歌「君が代」斉唱
○ロータリーソング「奉仕の理想」
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会　長　挨　拶

遠田新体制スタート!!

2008～2009年度テーマ Make  Dreams  Real　― 夢をかたちに ― 
2008～2009年度  R.I.会長 李東建（韓国 ソウル漢江RC） 
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○ビジター
大村RC会長　江口　照年君
幹事　益田　智行君
佐世保中央RC 田端　　茂君
指山　康二君、竹本　慶三君
岩政　　孝君、川島　千鶴さん
佐世保南RCパスト会長　圓田　　治君
○ゲスト
第2740地区第5グループガバナー補佐
平戸RC 竹田　健介君、森　　幸雄君

幹事　木村　公康君
１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君
2008年度上記普通寄附金のお

願い
なお、本日セルフボックスに

活動計画書及び会員名簿を入れております。
ご確認ください。

■親睦活動委員会 委員長　菅沼宏比古君
①今年度１年間、親睦活動委員
会を担当いたします。よろし
くお願いいたします。
②先日の役員交代式記念懇親会
には、多数の会員、ご夫人の
ご出席をいただき、ありがとうございまし
た。
③遠田会長の船出を祝して机の上のボックス
にニコニコをお願いいたします。

■地域発展委員会 委員長　石井　正剛君
佐世保海の日協賛会
「ビーチ・クリーンアップ」への
参加ご協力について
日時　平成20年7月21日（祝・月）
集合　午前8: 30
清掃活動　午前9: 00～
集合場所　鹿子前地区又は白浜海水浴場
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委 員 会 報 告

幹 事 報 告

■クラブ奉仕委員長
加納洋二郎君

■副会長
長島　　正君

■職業奉仕委員長
円田　　昭君

■社会奉仕委員長
田川　邦男君

■新世代委員長
芹野　隆英君

■国際奉仕委員長
川冨　正弘君

詳細は、クラブ活動報告書に記載されてい
ます。
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第2740地区　第5グループ　ガバナー補佐
平戸RC 竹田　健介君

テーマ：
失われた日本人の美徳について

今期第5グループのガバナー補
佐を仰せつかりました竹田でございます。
第1回例会からお邪魔致しました。今後1年間
どうぞよろしくお願い致します。まずは遠田会
長、木村幹事の船出を心よりお祝い申しあげま
す。先程より各委員長の皆さんの今期の方針を
聞かせていただきました。まさに歴史と伝統を
有する、県北をリードするクラブとしての心意
気とゆとりが感じられました。改めて敬意を表
する次第でございます。社会奉仕委員会の佐世
保出身で各界で活躍されている人達からの「青
少年に夢を与えるメッセージ」など素晴らしい
企画だなと思います。私どもの平戸クラブも佐
世保クラブが親クラブとなっていただきまして
1961年に創立致しました。すでに47年。もうすぐ
50年という大きな節目を迎えようとしています。
その折りには大変お世話をかけたことと思います。
平戸クラブを代表して感謝を申しあげます。
さて、鈴木ガバナーは「ロータリーで心を耕
そう」と提唱されています。他人を思いやる優
しい心、広い心、豊かな心をお互いにさらに耕
して住みよい社会、心地よい人間関係を作ろう
ということだと思います。
ある中学校では生徒同士の相合い傘が禁止さ
れているそうです。そのきっかけは傘を持たな
い友人を自分の傘に入れてあげたため、体半分
をぬらして帰宅した子がいた。その親が「受験
期にカゼをひいては大変」と学校に猛攻撃をし
たためという。我が子を思うゆえだとしても、
自分のことしか考えない大人の姿を子どもはど
う見ているのだろうか。
雨の日に互いの傘を外側に傾け、ぬれないよ
うにすれちがう「傘かしげ」とか腰をこぶし分
だけ浮かせて席を詰め空席をつくる「こぶし腰
浮かせ」、雑踏でぶつからないように体を横に
向けて歩く「蟹歩き」などは大人はもちろん子
どもも普通に身につけていた。これは「江戸し
ぐさ」といわれるもので、日本各地から人が集
まり人口が急速に増えた江戸の町では、住民同
士が心地よく暮らすための工夫として、皆が身
につけていたルールでした。
フランシスコ・ザビエルは1549年鹿児島に着

あいさつ いて布教を始めますが、2ヵ月後に故郷に次の
ような手紙をだしています。「この国の国民は、
これまでに私が出会った国民の中ではもっとも
傑出している。日本人は総体的によい素質を備
え、悪意がなく、交わってすこぶる感じがよい。
彼らの名誉心は特別に強烈で彼らにとっては名
誉がすべてである。日本人はたいてい貧乏であ
る。しかし武士でも平民でも貧乏を恥辱だと思
っている者は一人もいない」。
1921年（大正10年）に、詩人でもありフラン
ス大使として赴任したポール・クローデルは
「日本人は貧しい。しかし高貴だ。世界中でた
だ一つどうしても残ってほしい民族があるとし
たら、それは日本人だ」。かつての日本人が、
その精神性の高さによって世界から尊敬を集め
ていたことを物語っています。
どうしてこの日本人が今のようになってしま
ったのか。その鍵は戦後にあるような気がしま
す。敗戦で昭和天皇が戦後処理のためマッカー
サーを訪問した際に、会談の中で昭和天皇の真
摯な対応に感銘を受ける。天皇が、敗戦国の君
主がそうするように戦争犯罪者として起訴され
ないように訴えるのではないかと思っていた
が、天皇は命乞いをするどころか「戦争の全責
任は私にある。私は死刑も覚悟しており、私の
命はすべて司令部に委ねる。どうか国民が生活
に困らぬよう連合国にお願いしたい」と述べた。
マッカーサーは天皇が自らに帰すべきではない
責任をも引き受けようとする勇気と誠実な態度
に「骨の髄まで」感動し、「日本の最上の紳士」
であると敬服した。後にも「あんな誠実な人間
は見たことがない」と発言している。だから占
領政策としてこれだけの君主をいただく国民を
どうしたら支配下におけるかということで、と
ことん弱体化させるやり方をした訳です。日本
の歴史を否定し、伝統を侮蔑し、国旗国歌を軽
んじる教育を徹底的にやった。自国の歴史と伝
統に誇りが持てず、国旗国歌を軽視する国がボ
ロボロになることをよく知っていた。
いまこの地球上で、国旗と国歌を持たない国
は一つもない。そしてどの国でも国旗国歌を敬
い、誇りとすることを教えています。国民は国
旗と国歌を通して国の歴史と伝統を感じ、それ
を誇りとすることによって、国家の核、国民の
アイデンティティーを形成しているのだ。現に
アメリカでは多くの幼稚園や学校が毎朝国旗に
対して敬意を捧げ、国に忠誠を誓う言葉を朗唱
するのを習慣としている。1945年、連合国軍最
高司令官総司令部（GHQ）は民主化の一環と



（4）（4）

して、教員組合の結成を指令した。日教組の誕
生です。そして日教組は、教育の国家統制に反
対する立場から1950年以降、国旗掲揚と国歌斉
唱の強制に対して反対し続けている。
神奈川県の公立高校の卒業式で国歌斉唱に際
し、起立の命令を無視して起立せず、国歌斉唱
を拒否した教職員がいた。県教育委員会が校長
に国歌斉唱時の不起立教職員を把握し、その氏
名を報告するように求めた。するとその教職員
たちは、国歌斉唱時に起立したかしないかは思
想信条に関する個人情報に当たるとして、校長
が氏名を教育委員会に報告するのはプライバシ
ーの侵害である、と県個人情報保護審査会に申
し立てたのだ。
審査会の判断は校長が不起立教職員の氏名を
教育委員会に報告するのは不適当との答申を出
しました。しかし個人情報保護法によって守ら
れるべきものは、一般市民のプライバシーであ
る。公立学校の教職員は公務員であり、しかも、
卒業式は公的機関の公式行事なのだからその式
次第を拒否し、命令に従わないのは明らかな公
務員の服務規程違反ではないかといえます。
神奈川県教育委員会は審査会の判断がどうで
も、不起立教職員の氏名報告を求めていくとし
ています。自分の権利のみをふりかざす、こう
いうことがまかり通っていることが、いろいろ
な問題を引き起こすもとになっているのではな
いかと思います。
内村鑑三さんの『代表的日本人』の中に上杉
鷹山、西郷隆盛、日蓮上人、中江藤樹と並んで
二宮尊徳が紹介されています。多くの藩の財政
が破綻し、過酷な年貢取り立てにあえぐ農民た
ちは、貧困と飢餓で勤労意欲を失っていました。
彼はその難題に取り組み、優れた指導力を発揮
し、復興を成し遂げます。生涯に620ヵ町村の
財政再建を成功させ、多くの農民を救いました。
尊徳は再建事業に取り組む際、まずそこに住
む農民たちに、人の道を教え諭すことから始め
ました。農民の心に道徳の種を蒔き、心を耕す
ことを通じて経済再建を果たしたのです。かつ
てはどの学校でも金次郎の像がありましたが、
軍国主義の象徴という日教組の反対で撤去され
ました。日本人は心の道標を失ってしまったと
いえるでしょう。日本人がかつて持っていた美
徳を取り戻し、この現代日本の苦悩を克服する
ためにも私たちが取り組むべきことはたくさん
あると思います。
佐世保クラブの更なる発展を祈念申しあげま
す。

親睦活動委員会　納所　佳民君
ガバナー補佐　平戸RC 竹田　健介君
佐世保クラブの新たな門出を祝して。私も
補佐として初めての訪問となります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

大村RC 江口　照年会長、益田　智行幹事
本日は、クラブ協議会という大事な日にお
じゃましまして、お世話になります。

佐世保南RC 圓田　　治君
遠田会長のこの1年間だけのご活躍をお祈

り申しあげます。それにしても木村幹事のこ
れからのご苦労は大変なものでしょう。
お身体ご自愛のほどを‥‥‥

佐世保中央RC 指山　康二君
竹本　慶三君、田端　　茂君、
岩政　　孝君、川島　千鶴さん
遠田会長、長島副会長、木村幹事、松尾副
幹事、1年の始まりですね。佐世保中央ロー
タリークラブ5名でお伺いしました。この5名
遠田会長の事が不安でたまりません。1年間
のご健闘をお祈り申しあげます。

ハウステンボス佐世保RC 川G 伸一君　
元佐世保西RC 津田　雅俊君
木村幹事の活躍に期待してニコニコしま

す。遠田会長をささえてください。

遠田　公夫　会長、 木村　公康幹事　　
松尾　文隆副幹事
今年1年間よろしくお願いします。

長島　　正君、橘F 克和君
大神　邦明君、井手　孝邦君
福田　金治君、加納洋二郎君
円田　　昭君、田川　邦男君
川冨　正弘君、芹野　隆英君
菅沼宏比古君
以上の理事メンバーで1年間活動して参り

ます。ご協力の程宜しくお願い申しあげます。

SAA 米倉洋一郎君
1年間スムーズな例会を心がけていきます

ので、ご協力よろしくお願いします。

ニコニコボックス
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◇

役員交代式・記念懇親会 

会長挨拶 遠田　公夫君
就任挨拶に先立ち、名誉会員の海上自衛隊佐
世保地方総監 加藤様、陸上自衛隊第三教育団
団長 宮本様をご紹介致します。皆様、拍手で
歓迎ください。…加藤様、宮本様ご参列ありが
とうございました。
さて、この間、女優の秋吉久美子さんと話す
機会がありました。彼女はリッツカールトンの
アドバイザーをされている関係で、ホテルや芝
居の話になり、曰く「それぞれが全く質の違う
役割を果たしているホテルは、自分達の舞台と
同じですね」と。「舞台では、演出家の指示の
元、大道具も照明係も、衣裳や化粧係、果ては、
通行人Aの係も、それぞれが自分の役割を楽し
く果たしているからこそ、全員の代表としての
主役が、スポットライトを浴びさせて頂き、そ
の結果、感動を呼ぶ舞台が出来るのよ」と言わ
れました。
2008年～2009年、佐世保ロータリークラブ小
劇場もいよいよ今日、開演でございます。さし
ずめ演出家は長島副会長、木村幹事・松尾副幹
事を始めとする役員の皆様、そして各委員長を
始めとする委員の皆様が、それぞれ違う役割を
果たして頂く事により、佐世保ロータリークラ
ブという舞台が機能致します。そのロータリー
劇場で、たまたま主役の座が私に巡って参りま

した。職業分類はホテル業、62歳、北海道生ま
れ、髪の毛も考え方も軽薄な上に、口数が多く
て、言葉足らずでございます。只々、ホテルマ
ンらしく「小さな気配りをコツコツと積み上げ
る事」に専念致したいと存じます。社内にも１
句添えて通達致しました。
「今日も又　明るい職場　社長留守」。
今年の国際ロータリーのターゲットは「Make
dreams real」＝夢をかたちにというテーマです。
ガバナー方針は「ロータリーで心を耕そう」と
いうテーマでございます。ロータリー活動の中
でしっかり心に留めるべき事でございます。一
方、即物的な案件として、会員減少、財団や米
山への寄付金の積み上げ、という課題も抱えて
おります。加えて、私自身も、この役回りをお
引き受けした時は、尻を叩かれる相方がおりま
したが、いざ、ロータリー劇場　初日を迎えた
今日は、家庭という癒しの場がない環境となり
ました。しかし、めげずに、ホテルというサー
ビス業の視点でこのロータリーが明るく、楽し
みの場になるよう一生懸命努めます。
どうか、叱咤激励を賜りますよう、伏してお願

い致し、併せて、今、責務を終了されました大神
パスト会長、梅村副会長、中村幹事、有薗副幹
事他、役員の皆様へのおねぎらいを込めて、就
任の挨拶と致します。よろしくお願い致します。

国際奉仕委員長　川冨　正弘君
今年1年間、国際奉仕委員会で働かせてい

ただきます。財団米山などをお願いするかと
思いますので、宜しくお願いします。

安福鴻之助君
竹田健介ガバナー補佐を歓迎して！

安福鴻之助君、中島　祥一君
遠田丸の船出を祝って！

玉野　哲雄君、井手　常博君、
佐々木秀也君
遠田丸の船出を祝って

プログラム委員会　
中川内眞三君、西村正一郎君

今年度1年間、例会卓話を各委員会にお願
いしております。各委員会の方々、宜しくお
願いします。

F田　俊夫君
出席100％表彰、ありがとうございました。

安福鴻之助君
6月末を以て、出席100％ 30年を達成しま

したので、出席免除の申請をさせて頂きまし
た。

ニコニコボックス 本日合計 44,000円
テーブルボックス 合　　計 30,000円

累　　計 74,000円
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（今週の担当　闍田　俊夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫


