
会長　遠田　公夫君
皆様、コンニチワ！私の仕事は、職員94名
中72％が女性で、65歳以上の高齢者比率が
25％、最高齢80歳でまだ現役という構成で、
若年労働力が減少している現代は、「女性と
高齢者の能力を最大限に生かせる職場環境を
作らないと経営が成り立たない」と、東京か
ら沖縄まで、あちこち講演して回っておりま
す。その一部は、商工中金、斉藤会員の全国
誌「商工金融」という雑誌に掲載されており
ますので、よろしければご一読ください。
折しも、7月13日のクラブ奉仕セミナーに

参加した際に、この2740地区でも、既に、2
名の女性会長を輩出しているクラブがあり、
司会進行も女性会員で、まさに女性時代到来
の曙光を感じた所であります。そのセミナー
の詳細は、加納クラブ奉仕委員長より報告致
しますが、趣旨は、①出席は最大のクラブ奉
仕である事 ②ロータリーの人道的、教育的
なプログラムやロータリーの活性化、高齢化、
高負担を避ける意味で、会員増強に全力を上
げて欲しいという事でした。来る8月は会員
増強・拡大月間ですので何卒、ガバナーの意
をお酌み取り頭き、協力をお願い致します。
怪訝に思った事が2点、すべからく○○君、
と君づけで呼び合っていた事。また、当日は
クールビズでお願いしますという指令が出て

いるにも拘わらず、背広着用者が多く、ロー
タリーの本音と建て前に唖然としました。過
日の公式訪問時も、わざわざクールビズの衣
裳を買って行ったのですが、フタを開けてみ
たら、話が違い、青くなりました。今後は、
会長の立場では、常にネクタイ着用を思い知
らされました。申し訳ありませんでした。
また7月11日は市内8ロータリークラブ会長
幹事会があり、2001年からメークアップに来
られた方の氏名をホームクラブへ通知する事
が無くなった為に、弊害が出ているので、元
に戻した方が良いという意見が出ました。議
論の結果、それぞれのクラブで、注意をして
頂き、基本的にはロータリアンの品性に任せ
ようという事になりました。さらに、地区大
会は、基本的にl日だけで終了、11月15日が
12：30より本会議、記念懇親会、翌16日は、
ガバナーの挨拶などはなく、タレントのルー
大柴氏などを入れた教育問題パネルディスカ
ッションや、歌手の森山良子さんを呼んで、
記念コンサートをされるという事でした。市
内のクラブにはコ・ホストの要請をされまし
た。
尚、11月8日が記念ゴルフ、11月14日は、

RI会長代理を囲む、記念晩餐会となっており
ます。問題は、夫婦で参加して欲しいという
要請があり、悩んでいる所であります。何か
良い智慧がないかどうか、お願い致し、会長
挨拶といたします。
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○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
社団法人佐世保青年会議所
理事長　曽和　英徳様

幹事　木村　公康君
１．第2740地区第4グループガバナー補佐

藤谷　成微君
第5グループガバナー補佐

竹田　健介君
第6グループガバナー補佐

内海　和憲君
ホストクラブ唐津西RC会長

山辺　忠厚君

第4・5・6グループＩＭ日程変更のお知らせ

日時／2009年2月15日豸→2月1日豸
場所／唐津ロイヤルホテル

２．台南ロータリークラブ
創立55周年記念式典歓迎会（前夜祭）
2009年1月10日貍
55周年式典、晩餐会　
2009年1月11日豸

３．大村ロータリークラブ
「週報」が届いております。

■クラブ奉仕委員長 加納洋二郎君

クラブ奉仕部門セミナー報告

7月13日、地区内58クラブの会
長、クラブ奉仕委員長が一堂に
会しクラブ奉仕部門セミナーに
参加してまいりました。当クラブからは、遠
田会長と私、地区側からは安部パストガバナ
ー、福田金治さんが講師として、円田 昭さ
んはクラブ奉仕統括委員長として挨拶をされ

ましたが、地区内でも我がクラブの人材の多
さに驚きました。また、女性会員が司会・進
行したりしており、時代の変化を感じました。
セミナーを要約致しますと、まず安部パスト
会長は、講師が嘆く程の挨拶をされ、「奉仕
とは、GIVE＆TAKEではなく、GIVE＆GIVE」
と言われたのが印象的でした。福田さんは、
ロータリーの基礎知識を教えて頂き、特に
SAAは、例会が楽しく秩序正しく運営される
よう心配りしている、とか、ロータリアンの
三大義務は、出席する事、会費を払う事、ロ
ータリーの友を読むこと、さらに、4つのテ
ストは、シカゴのロータリアンが倒産寸前の
会社を再建する際、モラル向上の方法として
草案したことなどを指導頂きました。

■地域発展委員会 委員長　石井　正剛君
ビーチクリーンアップのお知らせ

日時／平成20年7月21日
（海の日・月）

8:30集合　9:00開始
場所／鹿子前 パールシー芝生

広場

■ローターアクト委員会
委員長　増本　一也君

長崎国際大学

ローターアクト委員会 第1回例会

日時／平成20年7月9日貉
19:00～

場所／ホテルローレライ
出席者／福田金治、安福鴻之助、安部直樹、

芹野隆英、三浦桂一郎

次回は、日時／8月8日貊 19:00～
場所／ホテルローレライ

大神　邦明君
第1回「佐世保ロータリー　輪飲クラブ」の

ご案内

ワインの知識を探求し、会員の親睦を深め
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そ の 他 の 報 告
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る“輪飲倶楽部”をスタートさ
せたいと思います。
ご多忙のことと存じますが、

ふるってご出席賜りますようお
願い申しあげます。

日時／平成20年8月20日貉 20:00～
場所／レストランれおリオンドール

新港町　TEL 25-8061
会費／お1人様 5,000円前後を予定しており

ます。

親睦活動委員会　幸良　秋夫君
○永年会員表彰

闍橋　章文君（45年）
岡　　英樹君（30年）

○出席100％表彰

飯田　満治君（18回）
千住　雅博君（14回）
山下　尚登君（11回）
川冨　正弘君（8回）
三浦桂一郎君（8回）
溝口　尚則君（3回）
松尾　文隆君（3回）
田中　龍治君（1回）
武田喜一郎君（1回）

親睦活動委員会　松尾　慶一 君

遠田　公夫会長、木村　公康幹事
古賀　　巖君、米倉洋一郎君
中川内眞三君、増本　一也君
富永　雅弘君、飯田　満治君
円田　　昭君、円田　三郎君
中島　祥一君、石井　正剛君
西村正一郎君、岡　　英樹君
安福鴻之助君、加納洋二郎君
芹野　隆英君、中村　徳裕君
玉野　哲雄君、大神　邦明君
佐世保青年会議所 理事長 曽和英徳さんの
卓話に大いに期待します。

山下　尚登君
厳しい状況の中、また社長となりました。

ご指導ご支援の程よろしくお願い致します。

西村正一郎君
ガンバレ!! 佐世保実業高校野球部。
本日午後12時30分より準々決勝戦。相手は
波佐見高校です。

岡　　英樹君、三浦桂一郎君
川冨　正弘君、飯田　満治君
山下　尚登君、田中　龍治君
溝口　尚則君
永年会員表彰及び出席100％表彰ありがと

うございます。

ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 30,000円

累　　計 141,000円

◇
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『55周年記念事業へ向けて』

�譖佐世保青年会議所

理事長　曽和
そ わ

英徳
ひでのり

様
（双峰
そうほう

設備株式会社　代表取締役）

１．青年会議所の現況

藺123の国及び地域に110国家青年会議所を
数え、約20万人が国際的連携をもって活
動しています。
藺日本では現在711の地域に4万2千余名の
会員を擁する。
藺20歳から40歳までの青年の団体
藺単年度制
毎年、組織を作り変え常に新しいことに
取り組んでいく
藺三信条｢修練」「奉仕」「友情」

２．譖佐世保青年会議所の現況

藺創立55周年
藺会員数　118名
藺10委員会
藺会員の入れ替わり
ここ3年以内に入会したメンバーが7割を
超え、従来の佐世保JCの良き伝統を伝え
ていくことに重点を置いています。

３．本年の取り組み

藺スローガン
輝けるJayceeをめざして
―すべては未来のために―
Jayceeとは会員個人をさすJC用語です。

本年1年をかけて、LOM事業他、様々な活
動を通して自発的に活動に取り組むメンバ
ーになるよう努力してほしい。

藺委員会を対外事業系に
本年はあえて経営研修といった対内事業
を最小限にし、市民を巻き込んだ対外事業
を開催することによって、まちづくりの楽
しさや大変さといった本当のやりがいに気

づいてもらい、今後に繋がる活動を展開し
ていきたい。

藺LOM（各地青年会議所の意）の力の底
上げ
私たちの綱領には「英知と勇気と情熱を
持って明るい豊かな社会を築き上げよう」
という文言があります。若いですから勇気
と情熱は得意ですが、英知は様々なことを
勉強しなくてはなりません。活動を展開し
ていく際、まずは自分達が勉強していく姿
勢を身につけ、LOMの力の底上げを図っ
ていきます

４．本年の事業紹介

藺エコフェスタinさせぼ
環境問題に取り組む事業
藺食のキャラバン事業
自分達が食べているものについての知識
を深め、賢く付き合う方法を身につける
事業
藺佐世保検定試験
市民の皆さんにもっと佐世保を好きにな
ってもらう事業
藺シーサイドフェスティバル
夏のまちの活性化を図る事業
藺こども市議会
こどもたちに自分達のまちを担っていっ
てもらう意識高揚事業
藺メカライブ2008
中高生にものづくりの楽しさを知っても
らう事業
藺ロードマップ作成
佐世保青年会議所がこれからどう発展し
ていくか、その道筋を定める

５．創立55周年記念事業紹介

『世界体験記』～地球の一員であることを
学ぼう～
開催地／カンボジア王国

コーントライ村
訪問日／9月24日貉～9月28日豸

卓　　話
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６．創立55周年記念事業開催目的

藺グローバルな視野を持った人材育成

学校建設
藺今後も支援、交流を通して私たちの学び
の場に

７．なぜカンボジアか

藺私たちとは対極にある国
アジアで最も貧しい国
ポルポトによる類まれな歴史を持つ国
藺安全面から
事業開催地は安全でなければなりません。
私たちがいける範囲の中で開催地を選択
藺距離から
あまり遠い国はその移動時間から私たち
の活動が狭められてしまいます。

以上のような観点よりカンボジア王国とい
う国を選択しています。

８．カンボジアの歴史

ポルポト政権　1975～1979
都市から農村部への強制退去
病人、老人や子供まで農村部へ追い立て
られ多くの方が犠牲に
同時に新国家建設の協力者を募った
カンボジアを理想の国家にするためにと
前体制下の将校、医師、教師、技術者、
僧侶などは名乗り出るように命じ、海外
に留学している学生にも呼び掛け、その
言葉を信じ共感したものが続々と集まっ
てきた。こうして集まった人々は全て処
刑された。
レジャー・音楽・映画、恋愛の禁止
教育、宗教、貨幣の廃止
知識人の大量虐殺
都市に住み、メガネをかけているだけで
知識人とみなされた
信じられるのは子供だけ
平均13歳前後の子供たちを洗脳し、子供
兵士、子供看守、子供医師といった重大
な仕事につかせた。実際はポルポトを神

とあがめる狂信的集団であり殺戮を繰り
返した。

ベトナム軍にあっけなく陥落
15万の大軍に子供兵士の多いポルポト軍は
とても持ちこたえられず、たちまち占領さ
れ２週間で陥落した。

残されたものは負の遺産のみ　農村地の荒
廃、今もなお毎日人々を傷つけ、悪魔の兵器
と呼ばれる地雷、崩壊してしまった教育

９．カンボジアの教育現状

就学率　
全国平均
小学校　約92％ 中学校　約26％
農村地
小学校　約70％ 中学校　3.9％
生徒数約150名予定で朝、夕の二交代制

10．学校建設風景

協力いただいているNGO団体のCMCより
逐次建設状況の報告があります。

11．義援金活動

市内各地でバザーを開催させていただいた
り、募金箱を持って募金活動を行うことを通
して、広く市民の皆さんにもこのような現状
を知ってもらう活動もしています。また、集
まったお金は全額を学校建設資金の一部、及
び、開催地である地域周辺の地雷撤去の費用
に当てます。平均すると100円で１裃の土地
の撤去が行えます。

12．スケジュール

学校建設
工期　3月下旬～9月中旬
義援金活動
4月20日豸～8月31日豸　各土・日他
勉強会
5月15日貅、6月4日貉
訪問日程
9月24日貉～28日豸
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（今週の担当　才木　邦夫）

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

13．訪問日程

中学校オープニングセレモニー
記念植樹を行い、私たちが考えた学校名の
看板を製作持参し、取り付けを行う。

文化、スポーツ交流事業
遊具製作
サッカー、バレーボールコート、土俵等を
製作する。

孤児院、その他施設見学
カンボジアの現状、そして過去の歴史を実
際に自分達の目で確かめる。

アンコールワット見学
偉大な文化遺産である遺跡を見学

14．最後に

現在、世界でも日本でも、そして私たちの
まちでも様々な問題が起きています。それぞ
れ背景はあると思いますが、根底には自分さ
え良ければという気持ちがあるのだと感じて
おります。この地球に生きる人々の全てが、
自分が、家族が、会社が…、と思う気持ちを
なくすことは不可能ですが、もう少しいいバ
ランスにしていくことは可能だと考えます。

＊次回例会予告＊

卓話　　　長崎県立佐世保養護学校

校長　坂梨
さなかし

修司
しゅうじ

様

「障がいのある子どもの教育の現状について」


