
会長　飯田　満治君
本日は、高原ガバナー公式訪問

例会です。一定の緊張のもとで、
例会を進行していきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いい
たします。
先週の土曜日に梅雨明けしました。一気に夏
の季節到来です。先週までは梅雨は鬱陶しくて
嫌だと言ってた人たちが、今度はあまりの暑さ
に、「雲の一つでもあればいいのに」などと言
われております。昨年は8月に入っての梅雨明
けでしたので、3週ほど早い感じです。
その夏空のもと、ビーチクリーンアップ作戦
ということで、鹿子前清掃事業がありました。
全国で28カ所しかない国立公園の中心地ですの
で、当然とはいえ、まったくゴミのない状況で、
わずかのゴミを求め合う、争奪戦でした。休み
の日に参加いただいた多くの会員の皆さんと、
ローターアクトの皆さんに感謝いたします。
すでに新聞等でご存じの方も多いのですが、

6月の最後の週にシンガポールに行ってまいり
ました。海外からの観光客の誘致を目的として、

県内同業の観光ホテルの皆さん15名を組織し
て、彼の地でプレゼンに努めてまいりました。
帰国後、さっそく現地旅行社を通じて東京のラ
ンド旅行社の皆さんが、私たちの長崎県の視察
に来てくれました。先週の土曜日の話です。
タイ・シンガポール・香港・中国の予約担当

者です。迅速な対応に、今後の海外からのお客
さんの増加が期待できると思っています。
さて今日は、高原ガバナーにお越しいただ

きました。佐世保のすぐ隣の有田からのガバ
ナーです。以前に佐世保市民病院でお仕事さ
れていたこともあり、佐世保とは大変ご縁が
あられます。お話を楽しみにお聴きしたいと
思っています。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話
第2740地区ガバナー 高原　武彦君
○ゲスト
地区幹事 酒井田正宏君
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に15名の方にご参加いただきありがとうござ
いました。本日配布された週報に当日の写真
が掲載されています。きれいに清掃されてゴ
ミはほとんどなく、朝の散策という感じでし
たが、多くの方々に参加いただき、30～40分
程、社会奉仕の充実感を味わうことができま
した。

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

本日午後6時30分から長崎国際大学RACの例
会があります。テーマは「60周年記念事業に
向けて」ということで、会員の方々のアドバ
イスをいただければと思いますので、多くの
方々のご出席をお願いします。

前年度幹事　加納洋二郎君
前年度の収支決算書を朗遊会の会員のメー

ルボックスに入れてありますので、よろしく
お願いします。

出席・例会委員会　小川　芳寛君
○永年会員表彰
岡　　英樹君（32年）
安福鴻之助君（32年）

○出席100％表彰
飯田　満治君（20回）
山下　尚登君（13回）
川冨　正弘君（10回）
三浦桂一郎君（10回）
溝口　尚則君（5回）
松尾　文隆君（5回）

○ビジター
有田RC 会長　西山　典秀君

井上　文夫君

幹事　古賀　　巖君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　敏雄君

達成クラブ表彰について
2010年6月末　8千万円達成クラブ
寄附額80,379,800円
感謝状は8月下旬頃届きます。

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
8月のロータリーレート
1ドル＝88円（現行92円）

３．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ更新のお知らせ
②2740地区ホームページをインターネット・エ
クスプローラ6（IE6）でご覧の皆様へ
無料ダウンロードのお知らせ
http://www.d2740.org/news/ie6html
③出席率の算出　回覧に添付

４．大村ロータリークラブ
週報No.38-42 No.1-2 が届いております。

５．佐世保学園長 竹下　　基様
第60回社会を明るくする運動「意見発表会」
出席へのお礼状

■出席・例会委員会 委員長　平尾　幸一君
第2740地区第5・6グループ ロータリークラブ
会員研修会が明日、16時より九十九島観光ホ
テルで開催されます。
当クラブの福田金治 第5グループガバナー補
佐、安部直樹パストガバナー、武井洋一パス
トガバナーが講師をなされます。当クラブよ
り29名の参加、第5・6グループ全体で134名が
参加されます。

■地域発展・人間尊重委員会 円田　　昭君
7月19日豺の海の日、「ビーチクリーンアップ」
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指揮　井手　孝邦君
「われは海の子」合唱

第2740地区ガバナー
高原　武彦君

レイ・クリンギンスミスRI会長の
挨拶とテーマ「地域を育み、大陸
をつなぐ」を復習してみましょう。
1） クラブや地区で時代遅れになっているや
り方や伝統的慣習を、色々の角度からもっ
と良い方法があれば、新しい伝統を始める
べきだと「変化の風」新風を吹き込もう。

2） テーマを選ぶに当たって「ロータリーと
は何か」「ロータリアンは何をする団体か」
をロータリアン以外の人々に説明できる短
い言葉を探すとともに、ロータリアンには
ロータリーの原則の重要性を再検討した。
クラブ奉仕と職業奉仕は、どちらも人生を
謳歌し善き市民となるように私達を導いて
くれる自己研鑽の道場。社会奉仕と職業奉
仕を合わせるならば、地元の地域社会をよ
り住み易く、働き易い場所にすることでし
ょう。
一方、国際奉仕は、国や大陸を異にする
海外クラブと協力し、世界理解、親善、平
和を広め世界をより良い場所にするための
機会を私達に与えてくれています。ロータ
リーは、一つひとつのクラブが集まって出
来ていますが、中核となる価値観は奉仕、
親睦、多様性、高潔性、リーダーシップを
忘れず、現在のような不況下にあってもロ
ータリアンが熱意を抱き「地域を育み、大
陸をつなぐ」ことに力の限りクラブや地区
が努力することで、さらによい変化をもた
らすことができます。
共通の価値観について一緒に考えてみた。

特に「奉仕」という言葉の意味、相手の事
を思い、相手のためになる行為であって
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親睦活動委員会　高橋　理一君
第2740地区ガバナー（有田RC）
高原　武彦君
お世話になります。

地区幹事（有田RC） 酒井田正宏君
お世話になります。

有田RC 井上　文夫君
先日は卓話でお世話になりました。本日は

ガバナーのお供です。

有田RC 西山　典秀君
お世話になります。

飯田　満治会長、木村　公康副会長
古賀　　巖幹事、増本　一也副幹事
橘F 克和君、有薗　良太君、長島　　正君
中島　祥一君、安部　直樹君、梅村　良輔君
F田　俊夫君、黒木　政純君、鬼木　和夫君
安福鴻之助君
高原ガバナー、福田ガバナー補佐、酒井田

地区幹事の公式訪問を歓迎します。

遠田　公夫君
才木さんのイタズラで、まるで夜の遊び人の
ような写真が掲載されておりました。ロータリ
ーバッヂなしで良かった！あくまでも街中ガイ
ドの研修をしていた写真ですので念の為。

三浦桂一郎君
7月19日のビーチクリーンアップに多数の方

にご参加いただきありがとうございました。
担当委員長として、欠席しまして申し訳あり
ませんでした。

飯田　満治君、山下　尚登君
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す。

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 31,000円

累　　計 119,000円

◇

歌 の 時 間

卓　　話



「仕え奉る」という概念とは同じでないとい
う意見あり。親睦においては、人と人との
心の触れ合いの中で自分を磨き、そのエネ
ルギーを人々の幸せにも放流するんだ。

3） 日本人で初めてロータリアンになった
福島喜三次さん（有田生まれ、有田小学校
―長崎商業 ―東京高等商業学校（現一橋）
―三井物産）。米国ダラス在勤中（大正4～5
年、1915～16年頃）、34歳の若さで東洋人
であること、ロータリーは、一業種一人主
義、綿花貿易商の同業者が多い中から、し
かも一番人種差別の強いアメリカ南部のダ
ラスでロータリアンになったことは不思議
に思われていますが、ダラスに於いて売り
手、買い手の間に信用と呼ばれる信頼関係
を作り、大きな信望を得ることができたの
は「利他即自利」の商売の極意、即ち取引
に「超我の奉仕」を無意識の内に実行され
ていて、地域の関係者からは人徳のある日
本人として尊敬されていたからだろうと、
色々なエピソードから察せられる。
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（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：松尾　文隆）

クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 三浦桂一郎・高橋　理一

＊次回例会予告＊

海上自衛隊　護衛艦「さわぎり」
艦長　柴田　公雄様

「ソマリアでの海賊対処について」

日本に帰られてから米山梅吉さんを助
け、日本初めてのロータリークラブ、東京
ロータリークラブを、続いて星野行則さん
を助け、大阪ロータリークラブの創立に奔
走され、この二つのクラブの初代幹事を務
められております。
人は常に利益を追う我の立場、そうでな
い「他人・相手」の身になる立場との間を
揺れながら生きているのが普通です。超我
は難しいことですが、即ち利己と利他を調
和させる人生哲学を研鑽する場、クラブで
あり、超我の奉仕を少しでも意識し実践を
する人がロータリアンではないでしょうか。


