
会長　橘F 克和君
皆さんこんにちは。先週の観

桜例会は、多くの方々にご出席
いただきありがとうございまし
た。今日は本の話をさせていた
だきますが、心理学者の伊東　明氏の「聞き
だす技術」を読みまして感じるものがありま
したので、ご披露させていただきます。
趣旨は、“お客様の要望、部下の悩みや不満

を聞き出すには”ということで、心理学者が
書いています。昔から話し上手は聞き上手と
言いますが、どうしても自分の主張を言いが
ちですが、参考になると思った事は次の通り
です。
①座るときは真正面ではなくて、斜め前の
ポジションで聴く。
②クローズドポジション（腕を組む等）で
聴かない。
③沈黙の時間を恐れず、相手が話し出すま
で待ってあげる。
④質問力を磨く。
◆是非、あなたの話を聞きたいと、誠実さ
と愚直さが伝われば、相手は協力する気
持ちになる。
興味をお持ちの方は是非お読みいただけれ
ばと思います。
聞き上手で思う事は、今年の2月に62歳の

若さで残念ながらお亡くなりになりました、
佐世保南RCの筒井慶弘さんがそんな方でし
た。決して話が特別に上手い方だったと思っ
ていませんが、何か聞いて欲しいと思わせる
人で、聞き上手な方だったと思います。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保海上保安部
部長　糸井　一幸様
○ゲスト
柴田　利文様

幹事　石井　正剛君
１．譛ロータリー米山記念奨学会ニュース
ハイライトよねやま122号
2010年4月13日発行

２．第2740地区ガバナー事務所
地区幹事　高木　義和君

「第16回源流セミナー開催のお知らせ」
〔2680地区（兵庫）尼崎西RC 田中パストガバナー
が、毎年3回ほど各地で開催されているロータ
リー勉強会〕

日時／2010年5月29日貍
登録料／3,000円
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うにしております。
配属につきましては、過去の委員会配属経

歴を調べて配属を決めさせていただきました。
このような委員会組織で次年度は運営した
いと思っております。
お仕事ご多忙の中でありますが、どうぞロ
ータリーを楽しんでいただきながら、お力添
えをいただきますようにお願い致します。

親睦活動委員会　武田喜一郎君
○今月の誕生祝い

円田　　昭君（5日）
玉野　哲雄君（26日）
遠田　公夫君（26日）
山縣　義道君（28日）

親睦活動委員会　松本　由昭 君

飯田　満治君、原田　　孝君
梅村　良輔君、遠田　公夫君
加藤　陽一君
佐世保海上保安部 部長 糸井一幸様の卓話
に期待して。

遠田　公夫君
過日、関係者だけで「翔ばたく佐世保人」

発刊終了記念の懇親会を開催致しました。運
良く、原稿を頂いた脚本家の海老原靖芳氏が
佐世保におられお招きいたしました。
海老原さんは、吉本新喜劇、お江戸でござ

懇親会／8,000円
場所／武雄センチュリーホテル（武雄市）
登録／13:00～
開始／14:00～16:00 PDG  田中　毅様
演題1．「世界恐怖と職業奉仕」
演題2．「2010年規程審議会採択立法案」
意見交換／16:15～17:00
懇 親 会／17:15～19:15

親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
先週4月7日の観桜例会は、会

員49名、名誉会員1名のご出席を
頂きました。ありがとうござい
ました。これで親睦活動委員会
の今年の務めがほぼ終わった感じです。
皆様のご協力に心より感謝申しあげます。

朗遊会幹事　米倉洋一郎君
4月3日貍に、佐世保カントリ

ー倶楽部で開催されました第4回
朗遊会で、安福鴻之助会員が優
勝されました。会後に臨時総会
を開き、シルバーハンディの改
定について決議されました。
尚、第5回朗遊会は5月23日豸、佐世保カン
トリー倶楽部で開催されます。第38回佐世保
市内8RC親睦ゴルフ大会を充てます。

次年度会長　飯田　満治君
次年度クラブ組織図の発表

本日、セルフボックスに次年
度のクラブ組織図及び年間クラ
ブ活動計画表を入れておりま
す。先日の例会において委員会の統合を決
議していただきましたので、基本的には若
干の例外もありますが、会員1名あたり1委
員会としてその委員会に専念してもらうよ
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る、ドリフターズの脚本を手がけ、昨年の
RC地区大会では、プロ以上に喝采を浴びた
親子素人漫才を作った方です。お陰様で、実
り多いお話をする事ができました。また、同
じく原稿を頂いた杉本前総監にも過日お目に
かかりましたが、RCに対し丁重にお礼を言
われました。
尚、「翔ばたく佐世保人」は、小中高への

配布を終え、当クラブホームページにもアッ
プ致しました。これをもって1年越しのプロ
グラムの顛末を全て終了致しました。会員各
位のご支援に感謝して報告といたします。

安福鴻之助君
朗遊会で優勝しました。今年度2回目です。
申し訳ありません。

池田　　豊君
私も佐世保RCに入会して早29年になりま

す。年齢も今年の誕生日（6月8日）で満70歳
です。いつまで生きるのかわかりませんが、
若々しく生きていきたいです。記念バッジ有
り難うございました。ゴルフも頑張るぞー!!

円田　　昭君、玉野　哲雄君
遠田　公夫君、山縣　義道君
誕生祝いありがとうございました。

海上保安庁業務の現況
「西海地区を中心とした佐世保海保の活動」

佐世保海上保安部
部長　糸井　一幸様

1．海上保安庁

藺海上保安庁は、行政機関であ
る運輸省（現在の国土交通省）の外局とし
て昭和23年に設置
藺任務は、治安の維持（密漁、密輸、密航な
どの海上犯罪の取り締まり、テロ対策、領
海警備など）、人命の救助（海難救助、マ
リンレジャーの安全確保、海浜事故防止な
ど）、海上交通の安全確保（海上交通ルー
ルの遵守指導、情報提供、航路標識の維
持・管理など）、海上防災・海洋環境の保
全（保全思想の普及、防災体制の構築、自
然災害対策など）とこれらに関する国内外
機関との連携・協力。
藺組織として、平成21年度、定員12,504人、
予算1,824億円となっており、本庁、11の
管区本部及びその事務所という3段階構成
藺巡視船艇355隻、航空機73機を運用

２．佐世保地区

藺佐世保海上保安部は、北部九州を管轄する
第七管区海上保安本部の事務所
藺長崎県には当部のほかに長崎、対馬の2海
上保安部、五島、平戸、比田勝、壱岐の4
海上保安署を設置
藺所属勢力は、巡視船「ちくご」、「あまみ」、
巡視艇CL型等5隻

盧警備救難業務
・警備：米軍基地が佐世保港にあり、米艦
船の出入港時のテロ警戒、原子力動力艦
船の寄港に伴う警備などを実施
・海上犯罪の取り締まり：警察機関として
海事法令、漁業法令等の違反取り締まり
実施

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 766,000円
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・海洋環境保全：廃船調査、関係機関との
合同パトロールを実施、図画コンクール
などの啓発活動を実施
・海難救助：船舶の衝突、乗揚げ、転覆事
案発生時の救助活動等の実施。海難防
止活動として救命胴衣の着用促進、安
全講習の実施、若年層への安全教室の
実施など

盪交通業務
・航路標識の維持・管理：海上交通の指標
である航路標識136基の定期点検、故障
時の復旧
・航路管制業務：500トン以上の船舶につ
いては、佐世保港出入港の際、管制を
行っており、高後埼信号所の信号により
実施
・安全情報の提供：ホームページ・電話に
よる気象情報、海の安全情報などを提供

蘯地域連携
・シーサイドフェスタ等でのブース設置、
巡視船の体験航海、一般公開を実施
・灯台記念日における灯台の一般公開を
実施
・体験学習を実施
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（今週の担当　平尾　幸一）

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＊

佐世保税務署　署長　石橋　信好様
「国税査察官の仕事」


