
会長　橘F 克和君
本日は佐世保RCの第2921回例

会、そして創立59周年の記念例
会という事で、会員の皆様と相
集いお祝いが出来ます事を、心
より喜びといたすところです。
また、大変お忙しい中に、名誉会員の海上自
衛隊佐世保地方総監 加藤耕司様、陸上自衛
隊第3教育団団長　宮本修一様にご出席賜り
ました事、会員を代表しましてお礼を申しあ
げます。
佐世保ロータリークラブは、今から59年前

に福岡RC、長崎RCをスポンサークラブとし
て、チャーターメンバー24名で、昭和26年2月
21日に全国で54番目、第2740地区で2番目に
誕生した伝統あるクラブでございます。
私は22年前に入会させていただきましたが、

かなりの緊張感を持って例会に出席させてい
ただきました事を、今でも鮮烈に記憶いたし
ております。この伝統あるロータリークラブを、
会員の皆様と今後とも第2740地区のリーダーク
ラブとして活躍できますように発展させるこ
とが大事な責務と考えております。
今日は59回目の記念例会として、会員の皆
様全員に出席していただいてお祝いをしよう
という事で、富永クラブ奉仕委員長、そして
増本出席委員長に、昨年より100％例会とし

て計画していただきました。残念ながら如何
ともし難い理由で適わなかったのですが、ご
覧のように出席率92％という事で、本当に有
り難く、感謝を申しあげます。来年が創立60
周年を迎えるという事で、既に飯田次年度会
長のもとで準備に入っていただいておりま
す。後程、中島実行委員長よりお話がござい
ますので、楽しみにしたいと思います。
本日の皆様のご出席に重ねて感謝申しあげ
て、挨拶とさせていただきます。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○来賓出席（名誉会員）
海上自衛隊佐世保地方総監
加藤　耕司様
陸上自衛隊第3教育団団長
宮本　修一様

幹事　石井　正剛君

１．第2740地区ガバナーエレクト
高原　武彦君

地区研修リーダー 隅田　達男君
2010-2011年度「クラブ会長研修セミナー」

及び「地区協議会幹事部会」開催について
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日時／2010年3月20日貍
9:00 登録受付　
10:00 開会～15:00

場所／佐賀県立九州陶磁文化会館
（西松浦郡有田町）

『佐世保ロータリークラブ
創立60周年記念について』

次年度会長　飯田　満治君

本日、59周年記念の例会を、橘闍会長に
100％出席例会ということで企画していただ
き、さらに次年度60周年についてお話をする
機会をいただいたこと、厚く感謝申しあげま
す。
今までの流れを改めて紹介いたします。昨
年の12月の総会におきまして、正式に次年度
の理事として、中島祥一実行委員長の就任に
ついてご承認をいただきました。その後PP
会を開催していただき、記念事業の一定の予
算規模についてのご示唆をいただきました。
以後60周年事業の考え方を、中島実行委員長
と過去の事業、あるいは近隣他クラブの事業
など参考にしながら、すり合わせ勉強会を開
催いたしております。
今後は、3月中に会員全員の参加によるプ

ロジェクトチーム「60周年実行委員会」の組
織を立ち上げてまいります。具体的に何の事
業をやるのかということになりますが、会員
が作り上げた60年の歴史でありますので、所
属する私たち会員のそれぞれ一人ひとりの意
向を最も重視し、その思うところをくみ取っ
て、事業の構築をしていかねばならないと思
います。
本日アンケートをお配りいたしました。皆
様のご意見をいただきたいと思います。どう
ぞよろしくお願いいたします。

【アンケート（設問のみ抜粋）】

1．今後、ロータリー奉仕部門の中で佐世
保クラブとして特に重要視するとした
ら、どの部門と考えられますか？

2．日本人として重大な関心を持って取り
組むべき事は？〔複数可〕

3．佐世保人として故郷の問題として取り
組むべき事は？〔複数可〕

4．60周年事業で望ましい形態について
〔複数可〕
5．上記設問以外にご意見がございました
らお書き下さい。

『佐世保ロータリークラブの
誕生と60周年事業に向けて』

創立60周年記念式典実行委員長
中島　祥一君

佐世保市は明治35年に一足飛びに村から市
になりました。
市域は江戸時代には大村藩であった宮村を
除いて平戸藩に属し、中里、佐世保、早岐は
平戸街道の宿駅として、また三河内は陶磁器
の生産地として藩の御用窯が築かれ、相浦は
水銀（水銀の歴史は古く、肥前風土記抄によ
れば景行天皇の時代にまでさかのぼり、相浦
では小粒で露玉のような自然水銀が取れたと
の事です。）、石炭採掘など、平戸藩南部の交
通産業の要地として役割を果たしてきまし
た。それらを一変させたのが、明治19年に佐
世保港が軍港に指定された時より、大きく変
わりました。「坂の上の雲」は、まことに小
さな国、日本が開花期を迎えたことを伝えて
いるのではないでしょうか。大国ロシアに勝
利することにより世界の場に躍り出たので
す。しばらく、戦前の「兵曹文化」が続きま
したが、昭和20年の敗戦は軍都佐世保市の解
体による大きな変革を迫られた時期でありま
した。
佐世保市は昭和25年1月に平和都市宣言を

行って再出発をしたのであります。平和都市
宣言を行った翌年、昭和26年2月21日、佐世
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保ロータリークラブは創立し、同年3月30日
に認証を受けています。チャーターナンバー
は7745となっています。ちなみに最近のクラ
ブには、このチャーターナンバーはないそう
ですので非常に貴重なものです。
昭和25年6月25日（日曜日）［1950年］早朝、
朝鮮人民軍が38度線を突破する奇襲攻撃によ
り始まった朝鮮戦争の真最中でした。朝鮮戦
争は、その後、昭和28年7月27日［1953年］
休戦協定まで約3年に及びました。
開戦当初佐世保艦隊基地には7人の士官と

96人の下士官・兵、日本人雇員669人、駆逐
艦5隻、それも湾内には1隻停泊しているのも
希でした。開戦7ヵ月後、昭和26年1月の時点
で、60人以上の士官と千人以上の下士官・兵
に膨れ上がり、基地付きの艦船も昭和25年8
月には478隻が停泊していました。当時の佐
世保市街地は国連軍の姿があふれ、独特の国
際都市の風景でありました。
そんな中、昭和26年正月頃より田中丸善重
君は、善三郎君と共にロータリークラブを創
設するために会員の選択に奔走していまし
た。当時のガバナー手島知健君や福岡ロータ
リークラブの中牟田喜兵衛君、長崎ロータリ
ークラブの中部悦良君などから、佐世保にも
ぜひロータリークラブを結成するようにと進
められ、田中丸君も福岡クラブや長崎クラブ
と何回となく接触を続け、昭和26年2月17日
11時半からレストラン玉屋（現在の西日本商
事ビル内パパス）で初の会合が開かれました。
参加者は14名でした。その4日後の21日を結
成式とし、スタートしたのであります。この
日の出席者は14名、24名の会員の58.3％の出
席率は淋しいと、福岡クラブ松田幹事より注
意を受けましたが、出席会員はたいした張り
切りようでした。創立当時の構成メンバーは、
お手元に資料を渡しておりますのでご覧くだ
さい。
その後の、佐世保ロータリークラブの系譜
は、資料の佐世保ロ一タリークラブ・ファミ
リーツリーを見ていただければ、拡大の様子
がお分かりになると思います。姉妹クラブは
台南扶輪社、ラホヤRCの2クラブであります。

このように輝かしい実績を受け継いで、い
よいよ来年度は佐世保ロータリークラブ創立
60周年であります。60周年事業に向けて皆様
のご協力をお願いします。

■出席委員会報告 F木　友輔君

〔100％出席例会 欠席者からのメッセージ〕

加藤　陽一君
2月24日は100％出席例会の開催おめでとう
ございます。初めての試みでもあり、会長、
委員の方々をはじめ、多くの方々には準備に
ご努力された事と思います。本当にお疲れさ
までした。
私の業務の都合から例会に参加することが
出来ず、誠に残念で申し訳ありません。
例会のご成功を祈念致します。

加納洋二郎君
創立60周年に向けての100％全員出席例会

に欠席致し、その達成の足を引っ張ることと
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松本　由昭君
佐世保ロータリークラブの59周年おめでと
うございます。本日は出席することができま
せんが、来年の60周年に向けて、私も精一杯
頑張らせて頂きます。
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（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

＊次回例会予告＊

会員卓話　　闍木　友輔君
（西部ガス㈱佐世保支店）

「省エネライフのご提案」

なり誠に申し訳ありません。前々より会長の
思い入れは十分に理解いたしておりました
が、業務の関係でやむなく海外へ出張致して
おります。例会開始時には、はるかかなたの
南洋の地からではありますが、“それでこそ
ロータリー”を斉唱いたす所存であります。
ご理解のほどお願い申しあげます。

芹野　隆英君
私には、中学校・高校と6年間、家を離れて

寮生活をしていた息子がおります。その息子
と「大学受験の時はお父さんも仕事を休んで
も手伝うから」と約束をしておりました。そ
の約束の日が本日の例会と重なってしまい、
迷いましたが、今は息子の事が何より大切な
ので、ロータリーの例会を休む決断をいたし
ました。
ロータリーの皆様には大変ご迷惑をおかけ
し、申し訳ありませんが、何卒ご容赦賜りま
すようお願い申しあげます。来週から又、全
力でロータリーも頑張ります。


