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会長　飯田　満治君
佐世保ロータリークラブの60

周年事業の一連の行事が始まり
ました。その第一号が、5日豸の
長崎国際大学ローターアクトク
ラブが主催する「犬と人とのふれあいイベン
ト」でございました。さすがのローターアク
トクラブの活躍でした。松永会長を筆頭に、
全員力を合わせて、多くの市民が楽しく集う
催しを開催してくれました。心から労い申し
あげるとともに、賞賛いたしたいと思います。
また、わがクラブの会員も、委員会のメンバ
ーはじめ、多くの皆さんの協力をいただきま
した。感謝申しあげます。当日は、30名を超
える多くの会員にも、イベントに出席いただ
きましたし、他のクラブからも応援の出席を
いただきました。改めてロータリーの友情に
感謝いたす次第です。
さて、本日は年次総会を開催いたします。

来年度の梅村会長の下の役員に加え、会長ノ
ミニーも決定していただく予定です。ロータ
リー年度の約半年が経過して、次につながる
組織が出来上がることについて、大変嬉しく
思う次第です。
しかしながら、今年は60周年の年でありま
すので、ほっとする間もなく、次の事業に取
り組んでまいります。さっそく、来週月曜日

には、台南ロータリークラブヘ、記念式典の
ご案内に行ってまいります。姉妹関係を締結
して40年目の区切りの年でもありますので、
できるだけ多くの台南の皆様がお越しいただ
くよう、しっかり勧誘いたしたいと思います。
街は、ジングルベルのメロディやサンタの
飾りとともに、歳末商戦真っ只中です。大変
あわただしい時期ですが、たくさん売れると
いいですね。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保学園　園長 竹下　　基様
○ゲスト
佐世保学園 草野　靖司様
長崎国際大学RAC 会長 松永　夕加さん
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司会　増本　一也副幹事
議長　飯田　満治会長

○第一号議案
2012～2013年度会長承認の件
会長指名委員会　円田三郎パスト会長より
会長ノミニーに長島　正君の指名を報告
……採決により承認

○第二号議案
2011～2012年度理事及び役員選挙の件
会長エレクト梅村良輔君より理事及び役
員監事候補者の発表…採決により承認

2011～2012年度 佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

理　事　会
会長 梅村　良輔
会長エレクト 長島　　正
直前会長 飯田　満治
副会長 米倉洋一郎
幹事 田中丸善弥
会計 井手　孝邦
会場監督 橘闍 克和

理事　 山縣　義道
理事・クラブ奉仕委員長 平尾　幸一
理事・職業奉仕委員長 加納洋二郎
理事・社会奉仕委員長 石井　正剛
理事・新世代奉仕委員長 松尾　文隆
理事・国際奉仕委員長 福田　金治
理事（親睦活動） 円田　浩司
理事（副幹事） 芹野　隆英

監　　事
監事 佐保　　榮
監事 鬼木　和夫

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 会長　松永　夕加さん

「犬のふれあいイベント」協力のお礼
12月5日豸に松浦公園で開催いたしました長

崎国際大学ローターアクトクラブ主催の「犬の
ふれあいイベント」におきましては、準備段
階では会員皆さまからのアドバイスやバザー
用品のご提供など、そして当日には年末のお
忙しい中、会場にたくさんの会員の方々およ
びワンちゃんにご参加いただき大変ありがと
うございました。おかげさまで来場のお客さ
ま1,000人以上、ワンちゃん100頭以上の参加
（日本野鳥の会の委員長 小川会員の推測？）に
よって、盛大かつ無事に60周年記念の一環事
業（イベント）を終えることができました。
委員長の私（闍木）が頼りないために、皆さ

まのお力をお借りすることになり、大変申し
訳なかったと思うとともに、感謝の念でいっ
ぱいです。現在、イベントの報告書等を鋭意
作成中でございます。詳細につきましては、
後日またご報告させていただきます。ご協力
本当にありがとうございました。
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幹事　古賀　　巖君
「国際ロータリー第2740地区 2010-2011年度
社会奉仕部門後期セミナー」参加報告
12月4日貍、有田ポーセリングパーク シア

ター館において開催されました、社会奉仕部
門後期セミナーに、飯田会長、菅沼社会奉仕
委員長と共に出席しました。
高原ガバナー挨拶の後、増崎地区社会奉仕

委員長の挨拶がありました。ロータリーの社
会奉仕活動に対する考え方について、①ロー
タリーは懐が深い。②ロータリーの社会奉仕
活動に対する考え方は、時代、地域、世代、
男女などでいろいろある。
次に、岩永ガバナーエレクトから、「社会奉

仕の理念―決議23-24を中心に」と題して、ロ
ータリーにおける社会奉仕についての基調講
演がありました。
最後に、社会奉仕活動報告として、地区内

ロータリークラブの中から、各グループから2
クラブずつ、合計20クラブから発表がありま
した。いずれのクラブも、各事業に対して思
い入れが強く、大変熱のこもった発表であり
ました。今後の社会奉仕活動の参考になれば
と思いました。

親睦活動委員会　委員長　富永　雅弘君
○今月の誕生祝い
長島　　正君（5日）
菅沼宏比古君（21日）

親睦活動委員会　佐藤　丈治君
飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
本日の卓話者、佐世保学園園長の竹下様の卓

話に期待してニコニコします。尚、佐世保学園
職員の関さんは、古賀幹事の佐世保南高時代の
同級生です。大変お世話になっております。

長島　　正君
誕生日のお祝いありがとうございます。

『佐世保学園のこと』

佐世保学園　
園長　竹下　　基様

平素は、佐世保学園の子供たち
に、物心両面にわたるご奉仕をいただき誠に
ありがとうございます。子供たちに代わって
お礼申しあげます。また、お忙しい仕事の中、
時間を割かれて、皆様がなさっている社会奉
仕の数々を仄聞いたしますことに、敬意を表
します。
さて、佐世保学園は、法務省所管の少年院

です。非行という形で現れた社会不適応の原
因を除去し、再非行をしないように働きかけ
ることが、私たちの仕事です。ご推察のとお
り、困難を感じることが多い、ストレスフル
な仕事です。最近は、50名前後の子供たちを
預かり、一人ひとりの子供とは、約5カ月間、
生活を共にすることになります。私見ですが、
最近の子供たちの傾向として、次のようなこ
とが指摘できると思います。一つ目は、自己
イメージが低いということです。「仕事が長続
きせんとよ。」、「どうせ俺なんか。」というよ
うな言い回しになるかもしれません。自己イ
メージが低い人は他者を大切にできない、と
いう説があります。そういう彼らの行き先は、
深夜徘徊と不良交友であり、結果として、非
行に陥ったのかもしれません。二つ目は、コ
ミュニケーション能力の不足です。言葉の数
が不足している上に、自分をわかってもらお
うとする努力をしない。保護者を含めた他者
をわかろうとしない。挨拶ができない。感謝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 3,000円

累　　計 337,000円

◇

その他の報告

慶　　　祝

卓　　話
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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

していても表現できない。結果として、他者
から孤立して、非行に陥ったのかもしれませ
ん。自己イメージを上げ、コミュニケーショ
ン能力を高めることは容易ではありません。
心がけていることは、子供たちが何かを達成
したら、大人が些細と思うようなことでも、
賞賛することです。ランニングの距離が150キ
ロを超えたら、賞状を授与する。ガス溶接の
免許を取得したら、みんなの前で披露する。
対立を続けていたお母さんが、学園に会いに
きたときに「ごめん。」と言えたら、何気なく
誉める。道は遠いのですが、こういうことの
積み重ねが、彼らを再非行から遠ざけるのか
もしれません。
佐世保学園は、旧海軍尼潟弾薬庫の跡地に

立地しています。記録を見ますと、昭和10年

ころに、弾薬庫は建設され、昭和24年に、少
年院に転用されています。ですから、地元の
皆様方は、「行ったことがない。」、「近寄りが
たい場所だ。」という感想を漏らされるのかも
しれません。昭和20年代後半から、30年代に
かけて、弾薬庫を改装した寮舎に、400名超の
子供たちを収容していたこともあったようで
す。今は、建物も一新され、佐世保湾内で、
カッター訓練もさせていただいています。佐
世保学園も、佐世保市の戦後史の一翼を担っ
ているのかもしれません。
今後とも、佐世保学園の子供たちに、温か

いご支援をお願いして、卓話を終わらせてい
ただきます。例会に招いていただいて、あり
ごとうございました。

＊次回例会予告＊

会員卓話　　　大野　高広君

（今週の担当：幸良　秋夫）
（カメラ担当：高橋　理一）

60周年記念事業行事幕開け!! 「松浦公園犬のふれあいイベント」開催 12月5日（日）


