
会長　遠田　公夫君
お久しゅうございます。3週間もご無沙汰

すると何かしら寂しい思いがするのは、会員
同士が兄弟のような感覚になっているからで
しょうか？ロータリーは、「出席から始まる」
というのは、案外こういった心理的な動機付
けがあるのかも知れません。
さて、この3週間の活動を報告いたします。
まず、4月25日、私共のクラブが担当した市
内8ロータリークラブ親睦ゴルフ会は、お陰
様で無事盛会裏に終了することが出来まし
た。優勝者はダブルリペアの恩恵に預かった
ようで、我々100点ゴルファーにも優勝のチ
ャンスがあるのを実感致しました。団体戦は
2位でしたが、素晴らしかったのは100名の予
算組に対し、86名に減少したにもかかわらず、
徹底的に経費の節約に努め、9,000円の剰余
金を出すことが出来ました。昨日、今年度最
後の8RC会長幹事会で承認を頂きましたが、
玉野哲雄競技委員長のご指示のもと、現場で
頑張って頂いた米倉洋一郎会員、円田浩司会
員に心よりおねぎらい致します。
また、5月9日には、当クラブの鯛釣りの愛
好者の豊漁会が開催されました。私も初めて
参加致しました。釣りは運だけと思っており
ましたが、どういう訳か、実力者の池田　豊
会員、長島　正会員、円田　昭会員にばかり

鯛がかかり、私には１匹もかかってくれませ
んでした。釣りにも経験と知恵が必要なこと
を思い知らされました。
最後に、過日、陸上自衛隊の観藤会に木村
幹事と共に行って参りましたが、名誉会員の
宮本団長より「結婚記念日」のお祝いに対す
るお礼状と共に過分なニコニコを送付頂きま
した事を報告し、久々の挨拶と致します。

【国際ロータリーより】

野口直前ガバナーのアクティング・ガバナー

任命の件

鈴木ガバナーの辞任にともない、地区諮問
委員会の総意をもって代行者へご推挙いただ
きましたが、本日RI理事会は、RI会長がこれ
に代わり、RI細則第6.120.1項およびロータリ
ー章典27.030.1により、正式にアクティング・
ガバナーへ任命されました。
不測の事態とはいえ、残る期間、地区運営
を円滑に機能すべく精励いたす所存です。
尚、ガバナー補佐、地区委員長、地区幹事、
会計長他、鈴木ガバナーの任命、委嘱を受け
た地区役員は、引き続きその職を任ずる事と
いたし、ガバナー事務所も現行のまま継続と
いたします。
地区内全会員のご支援をよろしくお願い申
しあげます。
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○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
佐世保実業学園学園長・法人本部長
藤原　善行様
○ゲスト
長崎国際大学RAC
幹事　二宮　彩花さん

幹事　木村　公康君
１．第2740地区幹事 馬郡　謙一君
新会員紹介スポンサーバッジ贈呈

２．第2740地区ローターアクト委員長
大島　　隆君

佐賀北ロータリークラブ
会長　松尾日出輝君

佐賀ロータリークラブ
会長　上村　春甫君

佐賀西ロータリークラブ
会長　平　龍三郎君

地区ローターアクト代表
辻　　祐介君

第27回年次大会実行委員長
久保明日美さん

佐賀ローターアクトクラブ
会長　F橋　佑輔君

第27回年次大会本登録のご案内

〈1日目〉
日時／平成21年6月6日貍 受付16:00～
会場／モンクゥール迎賓館（佐賀市内）
〈2日目〉
日時／平成21年6月7日豸 受付08:00～
会場／モンクゥール迎賓館（佐賀市内）

３．第2740地区 2009～2010年度ガバナー
高城　昭紀君

ガバナー公式訪問について

佐世保RC  8月26日

４．熊本グリーンロータリークラブ
「ロータリー情報集」最新版のご案内

1冊 1,500円

５．佐世保をきれいにする推進協議会
会長　三宅禎太郎 様

空き缶回収キャンペーンについて（お願い）

実施日／平成21年6月7日豸
雨天時：6月14日豸に延期

集合場所／中央公園
集合時刻／8時50分
清掃開始／9時5分～約1時間

６．佐世保市立図書館 館長　渡辺　恵美様
図書購入目録の送付について

７．陸上自衛隊第三教育団長兼相浦駐屯地司令
宮本　修一様

観藤会お礼状（会長、幹事出席）

８．佐世保工業高等専門学校
校長　井上　雅弘様

現代GP「日中相互交流による実践的若年
技術者の育成」最終報告の送付について

９．海上自衛隊佐世保地方総監
機関紙「西海」が届いております。

10．つくも苑所長 松尾　康弘様
機関紙「展海」が届いております。

■ローターアクト委員会
長崎国際大学RAC 幹事　二宮　彩花さん

RYLA
ラ イ ラ

の報告、陶芸体験の話
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日時／5月10日豸 13:00～20:00
場所／島原文化会館

■会長エレクト　橘F 克和君
〈出席者〉

会　　　長：橘闍 克和
幹　　　事：石井　正剛
クラブ奉仕：富永　雅弘
国 際 奉 仕：中川内眞三
新　世　代：有薗　良太
講　　　師：山縣　義道

〈2740地区ガバナー方針〉

高城　昭紀ガバナー

RI会長 ジョンケニー氏（スコットランド）の
テーマ
「ロータリーの未来はあなたの手に」
常に念頭において行動する
ロータリーの基盤は職業奉仕にあることを
認識してほしい
①会員増強　各クラブ純増　2名
②ロータリー財団年次寄付目標 23万ドル
③米山記念奨学会年間寄付目標2,500万円

（1人当たり1万円）

〈基調講演〉

第2710地区パストガバナー西村　栄時氏

演題「ロータリーにルネッサンスを」

①何故会員増強か？
すべての組織は、自然に任せておくと高齢、
他で減少。会員を増やすことは、組織の体力
を強化し、財政基盤を確立し、充実した奉仕
活動を可能に。良質な市民をより多く。

②魅力に陰り
「理念のない組織は衰退する」、理念はある
が正しく伝えられていない。

③理想とする「会員増強」は？
「ロータリアンは人間的にも、職業人とし
ても素晴らしい」

「ロータリーの会員企業であれば、信頼で
き安心」
「あんな人になりたい。あんな人のいる組
織に入りたい」

■次年度国際奉仕委員長 中川内眞三君

第3分科会

『国際奉仕部門』活動方針

藺ロータリー財団委員会に関して
ロータリー財団のプログラム

である、教育的プログラム、人道的プログラ
ム、ポリオプラスプログラムの3種のプログ
ラムを実行する。
（例）地区補助金を利用した人道的プログラムに

関し、今年度、予算削減の影響もあり、人
道的なものに限る。→ 健康的な少年・少女
のスポーツ大会　etc.（ダメ）

藺ロータリー財団の年次寄付目標額は、
1人年間100ドルです。

藺米山記念奨学会
2740地区のガバナー目標は、
全体で2,500万円。1人当たり1万円です。
（現在当地区　新規14名＋継続1名=15名）
藺それ以外に、
・ロータリー財団国際親善奨学生募集の件
対象：大学2年生以上および一般職業人
原則として、ロータリアンの親族は不可。
25000ドル／年間支給（奨学金として）
・GSEのプログラムの準備

■次年度新世代担当理事 有薗　良太君
インターアクト委員会では、

本年度は地区研修会の充実・国
際交流・新クラブ設立などの活
動方針が示されました。また、
2009年8月29・30日開催のIA年次
大会が、IA会員減少により予算が少なく厳
しい状態です。委員会としては提唱RC以外
のロータリアンの可能な限りの登録をお願い
したいとのことでした。
ローターアクト委員会からは、「ローター

アクトクラブは、あくまでもロータリーの提
唱の上に成立するものである」として、これ

地 区 協 議 会 報 告
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まで以上にロータリアンがRACの指導、育成
に努めるよう求めています。また、ロータリ
アンとローターアクターの交流を活発化し、
ローターアクターとの融和と各RACの会員増
強に努めるとしています。

〈RYLA
ラ イ ラ

委員会〉
第31回ライラは、佐世保南RCがホストで、
2010年4月に県立佐世保青少年の天地にて開
催されます。

〈国際青少年交換委員会〉
2009-2010年度の地区交換学生は5名で、諫
早RC、長崎南RC、長崎RCが予定しています。

朗遊会幹事　円田　浩司君
藺8RCゴルフ大会および朗遊会
の報告
藺次回役員交代式記念ゴルフ大
会の案内
日時／6月6日貍 11:47～
場所／佐世保カントリー倶楽部（石盛岳）

親睦活動委員会　加藤　陽一君
○今月の誕生祝い

安部　直樹君（5月19日）
加納洋二郎君（5月24日）

親睦活動委員会 E富　誠也君

名誉会員
陸上自衛隊第三教育団団長兼相浦駐屯地司令

宮本　修一様
結婚記念月のお祝いをいただきありがとう
ございました。お礼のニコニコをさせていた
だきます。

遠田　公夫会長、中川内眞三君
長島　　正君、田川　邦男君
田中　信孝君、芹野　隆英君
安部　直樹君、福田　金治君
橘F 克和君、金氏嘉一郎君
梅村　良輔君
本日卓話の、佐世保実業学園 学園長兼法

人本部長 藤原善行様の卓話に期待して。

西村正一郎君、曽我　勝宣君
森　信正さんの九州写真師連盟会長就任を
祝して。「写真」黎明の地、長崎から初めて
の会長です。

安部　直樹君
久しぶりに朗遊会にて優勝させていただき
ましたので、ニコニコします。（たくさんの
ハンデを持ってましたので）

井上　斉爾君
前回の朗遊会にて入賞（2位）しましたので。

安部　直樹君、加納洋二郎君
誕生祝いありがとうございます。

その他の報告

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 23,000円

累　　計 945,000円

◇
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（5）家庭・地域社会との連携の在り方

藺「開かれた学校づくり」の関係は、
ギブ・アンド・テイクの関わりでな
ければならない。これからの学校は、
敷居が高くては成り立たない。

3．私の「4つ」のお願い

（1）しつけ糸の重要性

藺言葉遣い、態度、基本的な心遣い等、
必要な時期に必要なしつけ糸をつけ
てやるのは親の大きな責任である。

（2）自己存在感の肯定

藺自己の存在価値に気づかせ、プラス
の自己概念を育むことが重要であ
る。教える教育だけでなく、気づか
せる教育、感じさせる教育に期待し
たい。

（3）「ひたむきさ」の保証

藺子ども達の世界では、真面目さ・ひた
むきさがいじめの対象にすらなって
いる。子ども達の「ひたむきさの評
価」をきちんとしてやる必要がある。

（4）「夢」を育む　

藺子ども達に乗り越えるモデルを持たせ
てやりたい。大人の健全育成活動は、
子ども達を通した将来の大人社会に向
けた社会運動であると考えたい。

4．「学力を含めた人間としての総合力」の育成を

世に出れば陽の当たる役割ばかりではな
い。陽の当たらない役割を担った時にそれを
乗り越えていく人間としての強さが必要であ
る。人生とは、人として生き、人と共に生き、
人のために生きることである。

『この頃、思うこと』
佐世保実業学園学園長・法人本部長

藤原　善行様

1．私が求め続けた人生観、

人間観、教育観

（1）人には、人の数だけ、夢がある。

（2）人は誰でも、この世に意味を持って

「生」をうけた存在である。

（3）人生とは「自分」を生きること。より

善く生きるとは、より自分らしく生き

ること。

2．「現代の教育」について、特に気になって

いること

（1）子どもと親や教師の「べったり型」の

関係

藺子育てには、適切な距離感が必要で
あって、初めて人間同士の温かさや
思いが伝わる。

（2）子ども達の「私化現象」の進行と刹那

主義的傾向

藺自分の興味関心を持つことしかしな
い「私化現象」、今を楽しめば良い
という「刹那主義」は問題である。
学びに向かわず、意欲低下にも繋が
っている。

（3）「自分で勉強する」という主体的な姿勢

の乏しさ

藺「勉強は他人から教えてもらうもの
だ」と思い込んでいる生徒が確実に
増えている。「自ら学ぶ」という意
思と方法を育む必要がある。

（4）「躾は18歳まで」という思いを持った

「鍛え育てる」という姿勢の弱さ

藺自律の教育とともに、「教えるべき
は教え」、「やらせるべきはやらせる」
という他律の教育も大事である。自
律・自主の名のもとに手抜きはでき
ない。

（5）

卓　　話

＊次回例会予告＊

卓話　　会員　藤井　　隆君
「MR松浦鉄道」
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第3回 佐世保RC 輪飲会 2009年5月13日　18:30～

（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

（6）

豊 漁 会 2009年5月9日

豊漁会初参加の遠田会長、
ビール片手に釣り糸を垂れる。

「そんなに簡単に鯛は釣れ
ませんぞぉ～」

好天に恵まれ五島灘もベタ凪。
長島船長のKDS号、今季一番
の豊漁でした。

KDS号の釣果

真鯛が30枚ほど釣れました。
「漁師さん顔負けの腕前」

その夜、セントラルホテルで行われた
「鯛しゃぶ会」

多くの会員の皆様のご参加とゲストと
して海上自衛隊 加藤総監、小林管理部
長 、杉原防衛部長 他、他RCからも釣り
仲間がご出席されました。

場　所：米海軍佐世保基地内
ハーバービュークラブ　リバティルーム

参加者：28名（会員・夫人含む）
今回の目的：アメリカで最も高名な高級ワイン『オーパスワン

2003年』を飲む会

ワインより日本酒？テーブル

ひたすら飲みまくるテーブル

遠田会長、加藤総監、他
男性テーブル

米海軍司令夫妻、他
ワイン通テーブル

うら若き女性テーブル
オーパスワン2003年×6本


