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会長　飯田　満治君
12月に入りました。本日の例会
は、第2回目の60周年アワーを開
催させていただきます。今月から
毎月60周年にちなんだ事業が展開
されてまいります。どうぞよろし
くお願い申しあげます。
例会に先立ち理事会を開催いたしましたの

で、要点を報告いたします。
まずは、例会変更の件でございます。我が

佐世保ロータリークラブの創立記念日は、昭
和26年2月21日であります。つきましては、2
月23日の例会を創立記念例会として、物故会
員の慰霊祭を開催するとともに、創立時をし
のぶ日とし、夕刻開催に変更することにいた
しました。
次に、親睦活動委員会の事業として、12月18

日の忘年家族会、及び、2月2日開催の長寿祈願
祭の企画について協議いたしました。富永委員
長の采配の下、楽しい催しになると期待いた
しております。
次に、60周年事業の一連の流れについての

確認をいたしました。今日の例会の中で、担
当の皆さんより報告がありますのでよろしく
お願いします。
以上が理事会報告です。

次回の12月8日の例会は、年次総会が開かれ
ます。2012-13年度会長選挙、ならびに2011年
度理事及び役員選挙についてお諮りいたしま

す。大変あわただしい時期になりますが、皆
様の協力よろしくお願いいたしまして、ご挨
拶といたします。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
佐世保北RC 緒方　信行君

幹事　古賀　　巖君
１．陸上自衛隊相浦駐屯地
機関紙「つくも」送付のお知らせ

■ロータリー情報委員会
委員長　松本　英介君

新入会員研修会の報告
一流のロータリアンたれと言えば、普通の

ロータリアンで何故悪いかと言われる。優れ
たロータリアンと、そうでないロータリアン
がどちらが良いかと問われれば、優れたロー
タリアンが良いに決まっております。優れた
ロータリアンが沢山いるクラブが優れたロー
タリークラブと言えましょう。
新しく入会されたロータリアン諸君は、一

時に多くの良き友人に会う機会を得られまし
た。ロータリーを深く知るために研鑽するこ
とによって、クラブの質を高めるということ
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になると思いますし、自らが良き友人になる
ことになるでしょう。
講師の大神さん、遠田さん、飯田さんの首

尾につきましては、新しい会員の皆様にその
感銘と共に少なくともメンバーである間は、
その胸に深く刻みこまれたことと思います。
以上をもって、新会員研修会が無事終了し

たことを報告いたします。

■ローターアクト委員会
委員長　F木　友輔君

長崎国際大学RAC主催による佐世保RC60周
年記念事業イベント（12月5日開催）まで、あ
と4日になりました。ローターアクトメンバー
12名が笑顔でお迎えいたしますので、是非、
当日は松浦公園へお立ち寄りください。
また、多数のチャリティバザー用の商品を

いただきありがとうございます。皆様のご協
力に感謝申しあげます。

親睦活動委員会　久富　洋一 君
佐世保北RC 緒方　信行君
本日はお世話になります。

立石　徳雄君
久々のホットニュースです。この度の文部

科学省主催の『楽しい子育て全国キャンペー
ン』三行詩コンテストで、私の中学2年生の孫
娘が文部科学大臣賞に選ばれました。表彰式
は東京で、子と母同伴で先月27日受賞しまし
た。応募作品56,225で、中学生の部門での選出
でした。
作品は、『ホッとする 働く母の 置き手紙』

安部　直樹君
永年会員表彰ありがとうございます。例会

を欠席しましたので。

橘F 克和君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

先週欠席しましたので。

加藤　陽一君
誕生祝いありがとうございました。例会を

欠席しましたので。

■創立60周年記念行事実行委員会
委員長　中島　祥一君

60周年記念式典行事委員会も9
月29日姉妹クラブ歓迎部会の顔合
わせから始まり、懇親部会、総務
委員会、記録誌部会、記念式典部
会が打ち合わせ会と今後の方針、
スケジュールを決めていただいております。
又、記念事業部会も12月5日のローターアクト
による「松浦公園　犬のふれあいイベント」
が始まり、いよいよ60周年記念事業の幕開け
であります。
12月5日は、佐世保ロータリークラブ会員の皆

さん、松浦公園にお集まりください。又、本
日は過去の周年事業、佐世保ロータリークラブ
の懐かしく輝かしいお話を円田　昭さんが致
します。大いに期待を致しております。

■円田　　昭君
飯田会長より60周年を盛り上げ

る話をという要望で、色々勉強い
たしました。こういう機会でもな
いと過去を振り返るということも
ありません。佐世保ロータリークラブの60周
年を考えるにあたり、先ずロータリークラブ
とは何かということを再確認いたしました。
ロータリークラブには、会員手帳や活動報

告書に書いてあるとおり、ロータリーの綱領
というものがあります。60周年の事業が、こ
の綱領から外れることがないようにする必要
があると思います。そのため、もう一度ロー
タリーの綱領に目を通しますと
１．奉仕の機会として知り合いを広めること。
最初に出てくるのは親睦です。池田親睦部会

長がおられますので心配はしていません。

２．事業及び専門職務の道徳的水準を高める
こと。……
私なりに、事業をしっかり実施し、雇用を

継続したり拡大することも一つの社会貢献と
考えております。

３．ロータリアン全てが、その個人生活、…
社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
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60周年アワー

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 6,000円

累　　計 334,000円

◇
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大きくとらえると難しいですが、町内の草
刈りに率先して参加するのも一つの奉仕の精
神と考えることができます。

４．奉仕の理想･･･世界的親交によって国際間
の理解と親善と平和を推進すること。
佐世保RCは、台南RCやラホヤRCと姉妹ク

ラブを締結しており、各クラブとの親交を深
め、互いに理解することで、平和を推進でき
るのではと思います。
ロータリーの綱領をベースに、各部会で事業

を実施していただきたいと考えております。

50周年の事業は、式典と懇親会、物故会員
の慰霊祭、記念事業といたしましては、寄付
行為的なものでありましたので、直接会員が
体を動かす事業はありませんでした。
40周年の記念誌を見ますと、野球教室等、

会員が体を動かす事業がありました。
50周年は式典と懇親会だけが印象に残った

という方もおられたようです。
ところで、今回も台南RCから沢山のロータ

リアンが来ていただけるようですが、台南RC
との姉妹クラブ締結の経緯をご存知でない方
がおられるかも知れません。その発端は、友
廣会員が作成された「わたしのオネエチャン」
に記載されておりますとおり、昭和45年1月号
の「ロータリーの友」に、松永市郎さんが
「外国人の尋ね人」と題する一文を発表したこ
とに始まります。この記事を読んだ日本及び
台湾の人達から、善意と好意の便りが次々と
よせられ、佐世保ロータリーと台南ロータリ
ーの絆が深まり、姉妹クラブ締結に繋がりま
した。詳細は、クラブ事務所に冊子が少し残
っていますので読んでください。
ラホヤRCとの姉妹クラブ締結の経緯につい

ては、調べましたが明白にはわかりませんで
した。サンディエゴと佐世保の姉妹都市や米
軍関係で締結できたものと思います。
活動報告書に載っております特別報告を読

むと交流の様子がわかります。過去の活動報
告書はセルフボックスの下の方にあります。
新入会員の方は、例会の途中にでも読んでい
ただければ中に面白い発見があると思います。
30周年の記念誌にここに掲げてあります

「出席という美しい友愛を」という書のことの
説明があります。この額は45年の長きにわた

り例会場に掲示されております。ロータリー
クラブはあくまで任意団体です。出席という
ものが大切であり、人が集わないと親睦がは
かれないし、友愛も生まれません。わずか30
年前の説明文の日本語の表現も、現代とは異
なるという印象を受けました。

60周年、何をするかを考える上で、過去何
をやったか調べる必要を感じています。先輩
達が歴史と伝統があるクラブと言っておられ
ますが、やはり、この60年というのは重いな
というのが実感です。
資料等はセルフボックスの下にもあります

ので、是非一度目を通していただいて、その
上でこれからの時代にあったクラブ運営を考
えていく必要があります。自分自身で調べる
ことも各々でやっていただきたいと思います。
台南RCの方々が来られた時には経緯を理解し
た上で、新しい世代との交流をどうしていく
か考えていただきたいと思います。

■記念式典委員会 委員長　松尾　文隆君
１．物故会員慰霊祭委員会
慰霊祭は平成23年2月23日の記念例会におい

て会員だけで行う。
慰霊対象者は創立55周年記念以後の物故会

員と、在籍20年以上の元会員も追悼する。内
容としてはビデオで故人を偲ぶ方法もあるの
ではないか。

２．記念式典委員会
招待者のリスト及び案内状は、総務委員会

で担当する。
尚、記念式典プログラムについても来賓者

の祝辞等の兼ね合いを考慮し、総務委員会で
構成を考え、記念式典委員会が実施する。
当日の司会者は、菅沼宏比古会員を予定し

ております。

■懇親部会 部会長　池田　　豊君
懇親部会が目指しますのは、楽しく味の良

い懇親会です。味をよくするために12月22日
貉に再度試食会を実施いたします。九十九島
観光ホテルは、試食会を繰り返す度に味が良
くなる特長を持っております。
楽しさを増加するために、遠田委員長が50

周年を参考に催しものを企画しておりますが、
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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

品の良いイベントにいたします。盛り上がる
懇親会、楽しい60周年を目指します。

■姉妹クラブ歓迎部会 部会長　福田　金治君
１．台南RC訪問の件

12月13日～15日の日程で飯田会長、古賀
幹事、中島記念行事実行委員長、池田懇親
部会長、福田姉妹クラブ歓迎部会長、長島
記念行事実行副委員長の6名の会員が、60周
年記念式典に多数来訪していただくように
台南を訪問。

２．台南RC会員への記念品の件
陶器製のネームタッグを準備する事に決定

３．ラホヤRC
正式な招待状送付後、ラホヤRCを訪問す

るかどうか協議する。

■記念事業委員会 副委員長　芹野　隆英君
１．12月5日開催の長崎国際大学ローターアク
トクラブが実施する佐世保ロータリークラ
ブ60周年協賛事業について

２．桜の植樹について
1月26日貉 13:10、島瀬公園にて実施　
３．宇久町における映画上映

４．お茶に関するイベント
長崎国際大学を主体とした、高校生、大学
生を対象としたお茶の研修会
５．合併町の小学校へのテント寄贈

■60周年記録誌部会 大野　高広君
１．報告事項
会員個人の写真撮影について
日時／11月24日貉および12月1日貉

午前11:30より午後2:00まで
場所／例会場　佐世保玉屋8階（都合の悪い

会員は、森白汀スタジオで随時）

２．協議事項
60周年記念誌について
・55周年当時の資料が事務局に残っている
ので参考にする。

・総ページ数は120ページの予定。あまり分
厚くならないよう工夫する。
・「台南RCとの姉妹クラブ締結40周年」を
盛り込む。
・会員の一言コメントは「60周年記念」に
こだわらず、「ロータリーに思うこと」と
する。
・最終章（資料編）には、60周年記念事業に
関する組織図なども入れる。

■総務委員会 委員長　円田　　昭君
○総務委員会は開催されておりませんが、各
委員会の報告を受けて協力していきたい。
○宇久への映画会を、佐世保市の離島への娯
楽の提供ということで提案しました。現状
は、宇久小学校、教育委員会と調整してい
るところです。人口分布等を考慮し内容を
決めてまいります。
○会員の増加は思うように進んでいません。
60周年を機に会員増強を目指したい。
会員増強委員会で情報を収集しています。
会員増強のための情報提供をお願いします。

＊次回例会予告＊

卓話予定者
佐世保学園　学園長　竹下　　基

もとい

様
「佐世保学園について」

（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：納所　佳民）


