
会長　橘F 克和君
いよいよ総選挙が8月30日に決定されました

が、どちらにしましても国民の為の良い政治
体制になるようにして貰いたいと思います。
政治といえば、かつてケネディ大統領は就

任直後の日本人記者との会見で、「尊敬する日
本人は？」との質問に「上杉鷹山」と答えて
おります。
上杉家といえば、戦国時代の名門・会津藩

上杉家120万石で、「関ヶ原の戦」で大阪方につ
いた為に徳川家康により30万石に減らされ、
米沢に移封されました。今年の大河ドラマで
は、大分脚色されて史実とは違う上杉家 家老
直江兼続について描かれていますが、上杉鷹
山が藩政を司ったのはだいぶ後になります。
会社でいえば会社更生法申請必至のときに

藩主となった訳です。色々と上杉鷹山につい
ては経営関係の本にも書かれているので多く
の方が良くご存知の事でありますが、その中
で私が凄いと思う事は鷹山の説得術の方程式
だと思います。それは厳しい藩政改革の中で
の説得術ですが、①「情報公開と全員討議」
です。情報公開は藩の現状を一人一人が理解
し、改革の必要性を認識してもらう事と、全
員討議は決定を広く知らしめ、自分たちで決
めた事として実行に責任感を持たせる事に繋
げる事です。②「率先垂範」です。これは言
わずもがなですが、まず本人が実行しなけれ
ば下のものは付いてきません。その意味で鷹

山は徹底していたそうです。③「人事に私情
を挟まない」。人間は生き物であると同時に生
ものだと言われます。生ものですから、極端
に腐り易い。そして、人間にとって人事の不
公正であることは今も昔も変わりません。④
「ビジョンを示す」。家臣・領民に我慢を強い
る為には、我慢の後にある光が見えなければ
なりません。将来はこういう社会が築けると
いうビジョンを示したとの事です。
以上のような事で家臣と領民を説得したと

の事ですが、すべて現代に通じるものと思っ
ております。どちらにしましても、上杉鷹山
を見習って、日本の政治もしっかりと改革し
て素晴らしい日本にリードして貰いたいと考
えるこの頃です。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
譖佐世保青年会議所 理事長　一田

い ち た

晶壽
しょうじゅ

様
（宗教法人 九品寺）

○ビジター
大村RC 会長　闍瀬　正之君

幹事　渡海　　昇君
福岡西RC 富永　雅也君
○ゲスト
譖佐世保青年会議所 専務理事 宮崎　　修様
長崎国際大学RAC 二宮　彩花さん

小堀　園恵さん
森　　大輔君
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大村RC 会長　F瀬　正之君
皆さんこんにちは、
本日はご挨拶させて
いただく時間を取っ
ていただきありがと
うございます。本年
度大村ロータリーク
ラブの51代目の会長、幹事を務めさせていた
だきます闍瀬正之と渡海　昇です。よろしく
お願いいたします。
今年度、橘闍克和会長におかれましては、

すばらしいスタートをきられたものと思いま
すし、橘闍会長らしいすばらしいご活躍をさ
れることをご祈念申しあげます。
さて、大村クラブは昭和35年2月23日に創立

され、本年度50周年を迎えます。これはひと
えにスポンサークラブとして、特別代表 田中丸
善三郎様をはじめ、佐世保クラブの皆様のご
指導、ご協力あったればこそであります。そ
の後のご指導及び先輩方のご尽力により多く
の人材を育み、大村北クラブ、そして大村東
クラブとロータリーの輪を広げてきておりま
す。周年の記念誌などを見る度に、50年の歴
史と伝統の重みをひしひしと感じさせられる
昨今であります。私が50周年の会長の大役を
できるような器ではないのですが、回ってき
ましたので橘闍会長をはじめ、当クラブ皆さ
んのご指導、ご協力もよろしくお願いいたし
ます。
ちなみに本年度大村クラブの基本方針は、

50周年を踏まえてのテーマを「Keep OLD ＆
Make NEW（新旧の融合）とさせていただきま
した。（古き良き物を残し、新しき良き物を取
り入れてステップアップしようという意味で
す。）また、運営方針として「ありがとうがあ
つまるロータリーを楽しもう」と掲げさせて
いただきました。“ありがとう”が集まる、そ
してあふれる50周年にしたいと思います。
1年間がんばっていきますので、ご指導ご協
力のほどよろしくお願いいたします。ありが
とうございました。

幹事　石井　正剛君
１．譛ロータリー米山記念奨学会
ハイライト米山 113号

２．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
新世代統括委員長 岡部　景光君
新世代部門地区セミナー開催のご案内
日時／平成21年8月2日豸 13:00～16:30
場所／武雄市文化会館1F
出席者／クラブ新世代部門担当者

３．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ更新情報お知らせ
②地区メルマガ第19号のお知らせ

４．提唱　諫早ロータリークラブ
会長　芦塚　　猛君

諫早ローターアクトクラブ
会長　笹田　　恵さん

地区代表公式訪問例会のお知らせ
日時／平成21年7月24日貊

点鐘19:30～　理事懇談会21:00～

５．佐世保北ロータリークラブ
2008－2009年度会長 鳥越　敏博君
創立25周年記念誌

■親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
7月11日貍、武雄センチュリーホテルにて開

催された、クラブ奉仕セミナーに富永大委員
長と2人で出席してまいりました。「会員増強
もあなたの手の中に」というタイトルで、玉
名RC 杉谷直前ガバナーの講演とテーブルディ
スカッションがありました。

■地域発展委員会 委員長　木村　公康君
7月20日豺、海の日にビーチ・クリーンアッ

プに協力させていただきます。鹿子前パール
シーの駐車場に8:30集合、9:00より約1時間程
清掃作業を行います。今10名程参加予定でご
ざいますが、お時間があかれた方は、メーク
アップにもなりますので、ご参加いただきま
すようにお願いします。
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長崎国際大学RAC 小堀　園恵さん
みなさんこんにちは、

長崎国際大学RACの小
堀です。今日はまた新
メンバーをつれて、2点
の報告とお願いに参り
ました。
まず私から、先日7月4日に行われた新旧役委

員交代式のお礼を言わせてください。初めての
式典で、まだまだの所もあったかとは思います
が、たくさんのロータリアンの皆様が参加して
くださいまして、本当にメンバー一同嬉しかっ
たです。こんなにたくさんのロータリアンに来
てもらえるクラブは、地区内を見ましてもなか
なかないという風にうかがっております。日々、
応援していただいている、関心をもっていただ
いていることを実感し、それに応えられるよう
な活動に精進していきたいと思っております。
参加してくださいました皆さん、本当にありが
とうございました。
次の私たちの例会が7月22日貉 18:30～ ハウス

テンボスJR全日空ホテルであります。この日は、
新世代委員会会議と重なってしまいまして、日
程を変更することも考えたのですが、テスト期
間に入る事もあり、予定通りこの日に例会を実
施いたします。この日のメインテーマは、参加
したイベントの報告をメンバーがいたします。
人前で話す練習がしたいとメンバーが頑張って
準備しています。メークアップにもご利用いた
だけ、1,500円とお手頃ですので、お忙しいとは
思いますが、ぜひぜひお越しください。
最後に1点、先ほど幹事報告で諫早RACの公式

訪問の案内があったかと思います。まだ、案内
文書がまわっていないですが、私たちも8月12日
貉 20:00～ 公式訪問例会をいたします。RACの代
表事務局が例会を訪問し、内容をチェックする
という、ハラハラドキドキの例会です。地区
RAC委員長ももし時間が合えば来てくださると
おっしゃってました。私は、佐世保RCの皆さん
が、こんなにも私たちRACを応援してくださっ
ている事を正直自慢したくてたまりません。こ
の日、代表事務局の方々は佐賀や長崎から仕事
が終わってから佐世保に来てくださいますので、
開始が20:00と遅いですが、この例会にもぜひ参

加していただきたいと思っています。
案内文書ができ次第皆様に配布致しますので、

その際は参加に○をつけていただければ幸いで
す。

出席委員会　委員長　増本　一也君
○永年会員表彰

岡　　英樹君（31年）

○出席100％表彰

飯田　満治君（19回）
千住　雅博君（15回）
山下　尚登君（12回）
川冨　正弘君（9回）
三浦桂一郎君（9回）
溝口　尚則君（4回）
松尾　文隆君（4回）
田中　龍治君（3回）

親睦活動委員会　米倉洋一郎君
福岡西RC 富永　雅也君
またまたメークアップさせて頂きます。

大村RC 会長　F瀬　正之君
幹事　渡海　　昇君

本日はお世話になります。橘闍会長、石井幹
事の1年間のご活躍を祈念申しあげます。また、
佐世保クラブ様のおかげで創立されました大村
RCも本年50周年を迎えます。本年1年間、ご指導、
ご支援のほどよろしくお願いいたします。

金氏嘉一郎君
皇太子様のご案内という貴重な体験を、たっ

た今からさせていただきます。そのため、勝手
ながら早退させてもらいます。

橘F 克和会長、石井　正剛幹事
円田　浩司君、古賀　　巖君、米倉洋一郎君
西村正一郎君、円田　三郎君、増本　一也君
田中丸善保君、飯田　満治君、三浦桂一郎君
加納洋二郎君、玉野　哲雄君、安福鴻之助君
中村　徳裕君
青年会議所理事長　一田さんの卓話に大いに

期待してニコニコ致します。

ニコニコボックス

そ の 他 の 報 告

慶　　　祝



（今週の担当　池田　　誠）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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＊次回例会予告＊

ガバナー補佐訪問例会
第5グループガバナー補佐　西尾　弘毅 君

井上　斉爾君（SAA）
大村RC会長闍瀬さんと幹事渡海さんのご来訪
を歓迎してニコニコします。

飯田　満治君、千住　雅博君、川冨　正弘君
三浦桂一郎君、溝口　尚則君、松尾　文隆君
出席100％表彰ありがとうございました。

『まちづくりと人の繋がりについて』

譖佐世保青年会議所
理事長　一田　晶壽様
（宗教法人　九品寺）

●自己紹介
2009年度譖佐世保青年会議所第56代理事長
佐世保市谷郷町　浄土宗　九品寺　副住職
JCに入会して
1999年入会（11年目）
活動内容：119名
Powerful JC 着実且つたくましく

●人との繋がり
１、明るい豊かな社会の実現、地域においては
「まちづくり」
わたしたちの住む環境は自分たちでつくる
人が動くことによって良くも悪くもかわる

２、大切な人の繋がりが希薄になってきている
といわれる
個人主義の蔓延（価値観の多様化）
・自分自身の視野からでしか、行動に起こ
せない
・個人の自由は得をして、協調性、公共心
が損をする考え方
・昨年の自分自身の視野を広げる為のGTS事
業を通して感じた事

３、青少年育成は将来に向けてのまちづくり

大久保小の事件
・子供たちが悪いのではない
子供のころからの情操教育
・環境によってかわる子供と、将来
「オオカミに育てられた少女」の話

核家族、少子化が進む社会
４、JCの理事長として、僧侶として
お寺に身を置いている関係上、人生の節目
に立ち会う場面がよくある
親、子、夫婦の関係が表にでやすい
人が亡くなってからの一通りの儀式は儀礼
的におこなっても、芯の部分での心持ちの
希薄を感じることがある
「おくりびと」納棺師：米国アカデミー賞外
国語映画賞
・あんなふうに送られたいという気持ちは
どういうきもち？
・それほど、親近者の死に対してリアリテ
ィーがない
・現況から見れば無理もないが、根幹の原
因はそこにある

●JCはまちづくり団体であるとともに、ひとづ
くり団体
40歳までが現役で活動できる期間であるが、
社会人としてに加えて、様々なJC活動のなか
で人と繋がる勉強をする団体

●まちづくりをしていく上では、人との繋がり、
社会との関わりを大切にしていかなければな
し得ない。
その時々で人がどう動いていくかで、明るい
未来は変わってくるもの
それは、今の私たちの年代の責任
活動の輪を広げていくためにも会員の拡大

●今回のお礼と団体に対するご理解ご協力のお
願い

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 29,000円

累　　計 102,000円

◇


