
会長　橘F 克和君
シルバーウィークは如何過ごされたでしょう
か？ゴールデンウィークに対して先週の連休を
名づけて言われていますが、上手く名づける方
がいらっしゃると感心しております。先週の22
日は敬老の日で、因んだ記事が多く出ておりま
した。記事の内容ですが、横浜市は6年前から
シルバー席を廃止して、「全座席が優先席」と
いう、人の善意を信じる考え方であります。当
時の中田市長は「お互いが譲り合える社会を作
ってゆく大実験」と語っておられたとのこと。
とかくそのような事がなおざりにされている昨
今ですが、せめて敬老の日には人生の先輩への
敬意を思い出したいものです。

【理事会報告】
１．新会員研修会及び歓迎会の開催
日時／平成21年11月18日貉

16:00～18:20（研修会）
18:30～（懇親会）

場所／レオプラザホテル（三浦町）

２．地区より報告
台湾台風災害及び兵庫県西・北部豪雨災
害義援金について
昨年度同様、世界社会奉仕資金より義
援金を贈ります。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
長崎国際大学RAC
会長　仲野　　優さん
幹事　二宮　彩花さん
幹事　小堀　園恵さん

幹事　石井　正剛君
１．台南ロータリークラブ
季刊 2009年夏号、2009年度会員名簿 10冊が
届いております。

２．故パストガバナー福井　順様ご夫人
福井恵美子様

一周忌法要が9月13日行われたお知らせとお
礼状

３．国際ロータリー日本事務局
安部直樹会員ヘロータリー財団マルチプル・
ポール・ハリス・フェロー・ピン伝達

４．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

橘闍克和会員へ
米山功労者　第5回
マルチプル感謝状

（1）

会　長　挨　拶

平成 00 年 00 月 00 日 第 0,000 回例会 NO21 9 30 2,903 12

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者出席　　名・欠席　　名・ビジター　　名・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・メークアップ　　名 修正出席率 ％

78

77

21

21

47 13 010 76.90

100.0038 18

例 会 記 録

幹 事 報 告

佐世保ロータリークラブ 会　長蘆橘　　克和　　　幹　事蘆石井　正剛 
 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 
 http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



５．第2740地区ガバナー 高城　昭紀君
地区幹事 F木　義和君
台湾台風災害及び兵庫県西・北部豪雨災害義
援金についてお知らせ
地区社会奉仕資金よりお一人100円として
22万円を送金します

６．地区インターアクト委員長 天本　俊太君
島原ロータリークラブ会長 喜多　清基君
インターアクト年次大会実行委員長

大場　堂志君
インターアクト年次大会お礼状

７．地区社会奉仕委員長 平　　武君
社会奉仕委員会アンケートご協力のお願い
提出期限：2009年10月末日

８．ロータリーの友地区委員 F田　一始君
ロータリーの友アンケートご協力のお願い
提出期限：2009年10月10日

９．地区新世代統括委員長 岡部　景光君
RYLA委員長 小川　　信君
第31回RYLA開催のご案内
日時／2009年11月14日貍～15日豸　1泊2日
場所／長崎県立佐世保青少年の天地

（佐世保市烏帽子町）
ホストクラブ／佐世保南ロータリークラブ

10．第2740地区ガバナー事務所
9月28日地区ホームページ更新お知らせ

11．地区ローターアクト代表 辻　　祐介君
第21回全国ローターアクト研修会

実行委員長　折敷瀬亜紗美さん
第21回全国ローターアクト研修会報告書送付
について

12．提唱　鹿島ロータリークラブ会長
中村　一之君

鹿島ローターアクトクラブ会長
寺田　京子さん

公式訪問例会のご案内
日時／平成21年10月18日豸　15:00～
場所／鹿島商工会議所2階

13．長崎東ローターアクトクラブ会長
西　　正和君

長崎国際大学ローターアクトクラブ
千羽鶴奉納例会実行委員長

川嶋　早紀さん
インターシティミーティング開催のご案内
日時／平成21年10月25日豸

受付・食事12:00～
点鐘 13:00 終了 14:30

場所／平安閣　サンプリエール（長崎市元船町）
登録料／1,000円

14．長崎国際大学ローターアクトクラブ
スポーツ懇親会実行委員長 仲野　優さん
スポーツ懇親会ご参加のお礼状

武田喜一郎君（再入会）
1955年8月15日生
NHK長崎放送局　副局長

■職業奉仕委員会 委員長　田中丸善弥君
職業奉仕セミナーの報告
平成21年9月19日貍 諫早にて開

催されました。特別講演は、RI
2680地区パストガバナー 田中
毅さんでした。内容は、ロータリ
ーの原点を見つめ直そうとのことで、当時の
時代背景をひもときながら、ロータリースタ
ートや職業奉仕についての英文を訳されなが
ら詳しいお話がありました。
ロータリー哲学は、「奉仕という原因によっ

て利益という結果が得られる。全ての職業は
社会に奉仕する為に存在し、金儲けの為の事
業は失敗に通じる」等、色々と勉強させて頂
きました。
後日、資料としてCDが送られるとのこと。

皆様にもご案内させて頂きます。
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■国際奉仕委員会 委員長　中川内眞三君
台南RC訪問締め切り迫る
本日9月30日貉 が最終締め切り

となります。参加ご希望の方はま
だ余裕で受付可能です。是非ご参
加お願いします。
尚、10月14日貉 例会後、参加者の方に対し

例会場にて詳細な説明会を行います。

■出席委員会 委員長　増本　一也君
今回の観月例会に当たりまし

て、当出席委員会では出席率向上
の為に、まだご返事のない方々を
中心に、参加お願いのFAXを送信
させて頂きました。当クラブの今
後の活動の活性化のために皆様のご協力をよ
ろしくお願い致します。
日時／平成21年10月7日貉 18:30
場所／九十九島観光ホテル

朗遊会幹事　加納洋二郎君
第2回朗遊会開催のご案内
10月17日貍の朗遊会はソロプチミストチャ

リティーコンペ内での開催となりますので、
早目の締め切りとなります。申し込みまだの
方はお知らせください。

ロータリー情報委員会 委員長　下田　弥吉君

「大連宣言採択の経緯：
第70地区（日本）大会」

1936年（昭和11年）2月23日、ロ
ータリー創立31周年を祝う各地の
ロータリークラブで例年のとおり記念例会や
家族会が開かれたが、その日から東京は大雪
となった。
その雪の降り積もった2月26日の明け方、青

年将校らに率られて、近衛師団の一部がクー
デターをくわだて、首相官邸その他を襲撃し、
内大臣 斎藤実、蔵相 高橋是清、陸軍教育総監
渡辺錠太郎を殺し、侍従長 鈴木貫太郎を傷つ
け、永田町一帯にたてこもった。

政府は直ちに戒厳令をしき、27日早朝、天
皇から鎮圧の命令が下った。そして「兵に告
ぐ、今からでも遅くない、原隊へ帰れ」とい
う放送がなされ、ビラがまかれて、29日1発の
弾丸も撃たれず事態は収拾された。
この報を聞いてまさに発送されんとしてい

た大会案内状を押さえて善後策を講じ、地区
年次大会は中止または延期すべしという意見
も出たが、ガバナー事務所の芝染太郎の来神
を得て相談の結果、規約どおり期日に開催を
決行することになった。
この大会に国際ロータリーから会長代理と

して派遣されたマッカロー元会長（Crawford
McCullough）はシナ南部を旅行中、天候不良
のためついに上海で船を逸し大会に出られぬ
こととなり、そのメッセージは米山梅吉が読
むこととなり、勝山勝司による訳文が参会者
に配布された。
前年の京都の大会で始められた前夜懇談会

は、今度はあらかじめ各クラブに議題提出を
求め、オリエンタルホテルにおけるその会場
も討論にふさわしく用意された。
提案には「紀元2600年を期して国際大会を

日本で開かれたし」、「国際ロータリーの中央
集権制を緩和して地区分権制に改めること」、
「アメリカのロータリークラブにおける東洋人
差別待遇問題」などがあったが、神戸クラブ
の直木太一郎が提出した「大連ロータリーク
ラブのロータリーの宣言は、日本文として適
切にロータリー精神をあらわしているから、
これを第70地区の宣言にしたい。」が、おりか
らのロータリーの日本化問題に関連して思わ
ぬ波乱をまき起こしたのであった。
大連クラブのロータリーの宣言は次のとお

りである。

第1．須らく事業の人たるに先立ちて道義の人
たるべし。蓋し事業の経営に全力を傾倒
するは因って世を益せんがためなり。ゆ
えに吾人は道義を無視していわゆる事業
の成功を獲んとする者に与せず。

第2．成否を曰うに先立ち退いて義務を尽さむ
ことを思い進んで奉仕を完うせんことを
念う。自らを利するに先立ちて他を益せ
むことを願う。最も能く奉仕する者、最
も多く満たさるべきことを吾人は疑わず。
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第3．あるいは特殊の関係をもって機会を壟断
しあるいは世人の潔しとせざるに乗じて
巨利を博す、これ吾人の最も忌むところ
なり、吾人の精神に反してその信条をみ
だるは利のため義を失うよりはなはだし
きは無し。

第4．義をもって集まり、信をもって結び、切
瑳し琢磨し相扶け相益す。これ吾人団結
の本旨なり。しかれども党をもって厚く
することなく他をもって拒むことなく私
をもって党する者にあらざるなり。

第5．徒爾なる角逐と闘争とは世に行なわるべ
からず、協力もって博愛平等の理想を実
現せざるべからず、しかり吾が同志はこ
の大義を世界に敷かむがために活躍す吾
がロータリーの崇高なる使命ここに在
り、その存在の意義またここに存す。

注：大連宣言は今日では正規の決議案としては存在
しませんが、ロータリーの日本化運動を物語るもの
として、戦前の日本ロータリー史として記録保存さ
れています。

（「ロータリー日本五十年史」より抜粋）

親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖君

○結婚記念月のお祝い
下田　弥吉・律子　様ご夫妻（7日）
納所　佳民・季代子様ご夫妻（12日）
中村　徳裕・真理子様ご夫妻（15日）
小川　芳寛・典子　様ご夫妻（16日）
金氏嘉一郎・葉子　様ご夫妻（19日）
才木　邦夫・美子　様ご夫妻（23日）
黒木　政純・結花　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　納所　佳民君

橘F 克和会長、福田　金治君
飯田　満治君、増本　一也君、三浦桂一郎君
中村　徳裕君、有薗　良太君、金氏嘉一郎君
長崎国際大学RACの卓話に期待して。

武田喜一郎君
3月末に一旦退会しましたが、何とかまた入

会をお認めいただき光栄です。今後もよろし
くお願い致します。

増本　一也君
先月の輪飲会では、私の嫁さんが単独で出

席させて頂きありがとうございました。おま
けに最後の締めの挨拶までさせて頂いたとの
事ですが、何を言ったのか酔って覚えていな
い様でした。安福さんや大神さん達にお世話
をして頂き、重ねてお礼申しあげます。

下田　弥吉君、中村　徳裕君、黒木　政純君
金氏嘉一郎君、才木　邦夫君、納所　佳民君
小川　芳寛君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

『No Rain No Rainbow』

長崎国際大学RAC
会長　仲野　　優さん
幹事　二宮　彩花さん
幹事　小堀　園恵さん

今日の卓話のタイトルになっております、
「No Rain No Rainbow」は会長テーマです。「雨
が降らなければ虹も出ない」という意味です。
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ニコニコボックス 本日合計 17,000円

累　　計 259,000円

◇

卓　　話
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私だけでは、一色にしかなりませんが、メン
バー一人ひとりの色を合わせて13色の大きな
虹にできればいいなぁと思い、会長テーマに
しました。これから、この1年間歩んできた道、
メンバーの成長した点、今後の課題、今後の
予定について報告させていただきます。
私たち長崎国際大学RACが再結成し、新た

なスタートを踏み出したのは2008年7月のこと
です。ほとんどが、それまでRACの存在自体
知らなかったメンバーだったので、何もかも
初めてなことばかりで、とても苦労しました。
RACって何？これをして何のためになるの？
と、うまくいかない自分たちに苛立ちながら、
夜遅くまで語り合ったこともありました。し
かし、支えてくださる佐世保RCのみなさんや、
地区行事で出会った他クラブの先輩方、OBの
方々の励ましに何度も救われ、地道に基礎を
作り上げ、成長していくことの喜びを感じら
れるようになりました。私たちのペースで、
私たちらしいクラブを作ればいいということ
に気づき、前期1年間は再結成したこのクラブ
の土台を作ろうと努力してきました。
これまで積み重ねてきた例会としまして

は・・・三役が初めてそろったキャンドル例
会、安福さんのお取り計らいによりアメリカ
軍基地内にあるハーバービューにてのクリス
マス例会、各活動内容をメンバーがメインテ
ーマにて報告、各分野のプロフェッショナル
な方々による卓話（これまで佐世保RCよりお
越しいただいた卓話者：福田さん、山懸さん、
幸良さん、三浦さん）、新旧役員交代式、平和
学習例会、公式訪問例会＆理事懇談会があり
ました。
毎回の例会後には、ロータリアンの方々との
夕食を楽しんでいます。このような時間を共
有することが、ロ一タリーとローターアクトの
絆を深めるカギなのではないかと思います。
私たちはこれまで2740地区内のイベントや

その他、地域でのボランティアなどに参加し
てきました。アクトの活動は一人ではなく、
みんなでやる活動だからこそ意味があるのだ
と思います。ただ単に活動しているのではな
く、メンバーそれぞれに目標ややりがいがあ
ります。そのように集まったメンバーで何が
できるか、その過程を考え、企画、実行、そ
して次に向け課題を見出していくことが、自

分自身の成長にもつながっています。これま
でに参加した地区内・地域内での活動、ボラ
ンティアとしましては・・・会長幹事会、全
国ローターアクト研修会、佐賀RAC創立40周
年記念式典、RYLA、リーダーシップフォーラ
ム、長崎北RAC公式訪問、年次大会、オープ
ンウォータースイミング大会、一泊懇親会
（会長幹事会）、わいわい編集会議、ビーチク
リーンアップ、栄の国祭り、唐津ビール祭り、
桜が丘学園夏祭り、鹿島踊りなどがあります。
たくさんの行事・イベントに積極的に参加し
ています。
また、長崎国際大学主催の活動としては、

二つあります。まずは、今年の5月31日に三川
内焼伝統産業会館で行った陶芸体験について
です。この活動は金氏さんのご協力により実
現した、私たちの記念すべき初めての企画で
す。それまでは他クラブの行事に参加したり、
既存するボランティア活動に参加するだけで
した。
長崎国際大学RAC再結成より約1年経ち、そ

ろそろ自分達発信で何か企画をしてみてはと
いうロータリアンの先生方の一押しにより現
実のものとなりました。初めての企画にもか
かわらず、たくさんのゲストの方々に来て頂
いたり、テレビや新聞などのメディアからも
注目を得られたのは金氏さんや増本さんをは
じめとする、いつも例会に参加し私たちを見
守ってくださるロータリアンの皆様のご指導
のおかげだと思います。本当にありがとうご
ざいました。
二つ目の活動は、つい最近行われたスポー

ツ懇親会です。昨年度までは、地区行事とし
て開催されていたスポーツ懇親会ですが、今
年度は私たち佐世保の2クラブが主催し、開催
することになりました。佐世保のまちから
2740地区を盛り上げていこうと佐世保東RAC
の皆さんと合同で企画しました。
陶芸体験とは違い「活動場所」や「競技内

容」を一から自分達で考え手配したので苦労
が多かった分、一番成長することが出来た企
画となりました。
まだ大きな活動は2つしかしていません。し

かしクラブを再起して基礎を作り、やっと今
いい波に乗れていると思います。これからも
チャレンジする意欲を持ち、個々のイニシア



（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＊

観月例会　18:30～　九十九島観光ホテル
送迎バス 18:00発

石井海陸興業前（湊町）

ティブを高めていけたらと思います。
以上のような活動を通して、メンバーが得

たものはたくさんあります。ローターアクト
に入会しメンバーが成長した点、良かった点
をアンケートで聞いたところ・・・
①成長した点
・許容範囲が広がった
・礼儀をたくさん学んだ
・コミュニケーション能力が向上した
・協調性がついた
・卓話を聞いて価値観が広がった
・判断力、企画力がついた
・責任感を感じるようになった

②入会して良かった点
・深い人間関係が築けた（信頼し合える仲
間との出会い）
・自分の夢や目標を見つけられた
・ボランティアや活動を「楽しめる」ように
なった
・世の中の見方が変わった
・自分に自信がついて積極的になれた
・物事に対し色んな考え方ができるように
なった
・自分のやりたいことを企画し形にできる

今後の課題は、役員の引き継ぎ、会員増強、
委員会活動の充実の三つがあります。役員の
引き継ぎとして・・・現三役のほとんどが来
年の3月卒業するので、役員の仕事を引き継ぐ
ために、次回例会よりメンバーに例会を組み
立ててもらおうと考えています。
会員増強として・・・①千羽鶴奉納に向け

学生への協力の呼びかけ、②学内の掲示板に
ポスター掲示、③学祭での清掃活動などを通
して、アピールしていく予定です。
委員会活動の充実として・・・①委員長を

中心に、活動の企画、実行に取り組んでもら
う、②活動に関する勉強会を例会のメインテ
ーマにしていく予定です。

今後の予定としましては・・・千羽鶴奉納
（10／25）、清掃活動（10／31、11／1 長崎国際大
学の学祭・開国祭）、佐世保くんち（11／1・3）、
保育所訪問、日韓正月の遊び比較体験、バザ
ー、料理を通して国際交流などがあります。
またご案内いたしますので、ご都合がよろ

しければぜひお越しください。次回例会は10
月14日貍 18:30～ 全日空ホテルにて開催いたし
ます。こちらもお待ちしております。
以上で、報告を終わらせていただきます。

今日はこのような機会をいただき、ありがと
うございました。少しでもローターアクトの
ことを知っていただけたら幸いです。

輪飲倶楽部開催
9月16日　セントラルホテル


