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会長　飯田　満治君
まさに未曾有の大災害が、私

たち日本国民を襲ってきました。
直接の被害を受けられた皆様に、
心からお見舞いとお悔やみを申
しあげます。毎日、多くの、大
変衝撃的で、悲しいニュースに触れるたびに、
今、私たちロータリアンが、いかなる行動を
とるべきか、問われる時でもあります。
例会に先立ち、緊急理事会を開催させてい
ただきました。報告をいたします。
今日、私たち佐世保ロータリークラブが実

行に向けて取り組んでいる事業は、主に次の
通りです。まず、60周年関係事業として
1．ハイスクール茶会 in ハウステンボス
2．小中学校へのテント寄贈事業
3．宇久島映画祭
4．60周年記念式典および懇親会
5．60周年記録誌の作成
等でございます。
これらの5つの事業については、それぞれ

実施時期を延期いたすことといたしました。
いずれも青少年の健全育成及び若者への歴史
の継承を意図して、それぞれの担当で、関係
諸団体とも連携を取りながら、意義深い行事
の実現に向けて頑張ってきたところでござい
ますが、皆様にお詫びを申しあげますととも

に、適切な時期をこれから検討いたすところ
でございます。
さらに50周年事業の引き継ぎとして、10年

間継続いたしてまいりました図書館への図書
購入資金の寄贈最終回が残っています。この
事業につきましては、佐世保市当局とも打ち
合わせをいたしながら、計画通りの日程では
ございますが、内容を変えて、災害復興義捐
金の寄付行為と合わせて来週実行いたします。
その他、通常の例会等の開催につきまして
は、今までの予定に従い、会員の皆様ヘ、よ
り真撃で、お役にたてる例会を組み立ててま
いります。大変多くの問題を抱えながら、
種々の事業につきまして、苦渋の選択をいた
しております。会員の皆様へは、これまでと
変わらず協力のほど、どうぞよろしくお願い
いたします。
一方、このような時期の中、嬉しい話もご
ざいます。私たちの超我の奉仕の精神を共有
する仲間、即ち新会員候補者が多く上がって
きました。手続きを進めてまいります。後日
皆様へ紹介できると思います。
今、私たち日本国民全員が、大変な国難に
直面いたしております。現時点の危機への適
切な対応が、一人ひとりに求められておりま
す。そして、次に、復興へ向けて更なる努力
が必要になります。多くの問題の解決へ向け
て頑張ってまいりましょう。

会　長　挨　拶
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○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
佐世保史談会副会長　寳亀

ほうき

通聰
みちとし

様
○佐世保南RC
川崎　満博君、川原　正寛君

幹事　古賀　　巖君

１．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
地区幹事 酒井田正宏君

「東北地方太平洋沖地震」義援金のお願い
ガバナー事務所取りまとめ送金
締め切り 3月25日まで

２．第2740地区ガバナー事務所
①地区ホームページ
3月10日・14日・15日更新のお知らせ

②公益財団法人 ロータリー日本財団で4月1
日より寄付金受入について

３．台南ロータリークラブ 会長　陳高山君
（CAMP）

国際奉仕委員長　黄元碩君
（Akira）

地震のお見舞い

４．長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　福田　綾菜さん

新旧役員交代式並びに卒業式ご参加のお礼

５．ロータリー囲碁同好会
名誉会長　田中　　毅君

（2680地区）
日本支部長　新藤　信行君

（2750地区）
幹事　太田　清文君

（東京RC）

「第12回ロータリー国際囲碁大会」台湾開催
のお知らせ
日時／2011年4月30日貍夕～5月2日豺昼の

3日間
会場・宿泊／台湾　桃園市

Hotel Orchard Park（桃禧航空城酒店）
1泊　l00ドル前後

登録料／12,000円
（歓迎晩餐会、昼食、賞品等含む）

６．佐世保市長 朝長　則男様
「市制施行記念式典」及び「市政功労者表彰
式」の開催について（ご案内）
日時／2011年4月1日貊 10:30～
場所／アルカスSASEBO 4階中ホール
受賞者／135名（内団体12名）

NBC佐世保支局長　川崎　満博様
2008年7月より佐世保支局で勤

務してまいりましたが、来月1日
より長崎で勤務する事になりまし
た。公私にわたり大変お世話にな
り、有り難うございました。後任
には、長崎より私の先輩にあたります石塚が
まいりますので、変わらぬお付き合いの程よ
ろしくお願いいたします。

■60周年記念行事実行委員会
委員長　中島　祥一君

大変な災害が起こりまして60周年記念事業
の残り全てにおきまして延期する事態となり
ました。
まず、来る3月19日貍に予定しておりました

ハイスクール茶会 in ハウステンボスでござい
ますが、14日13時より参加11校の関係者に集
まっていただき延期の説明とお願いをしてま
いりました。又、その足で長崎国際大学にも
出向いてそのむね了承していただきました。
①小中校へのテントの寄贈については、時期
の検討をしているところです。
②宇久島映画祭については、延期し今後の成
り行きをみて実行します。
③記念式典は予定通り行いたいと思いますが、
懇親会は縮小または日を改めてという事で
検討いたします。
④記念誌は事業の延期が相次ぐことで作業が
遅れると思います。
以上、災害にからみ事業予定が組みにくい事
態になっておりますが、今後ともご協力の程
よろしくお願いします。

■懇親部会長 池田　　豊君
今回の災害に際しまして、記念行事の延期

をすることが賢明な選択だと思います。台南
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ロータリークラブ及びラホヤロータリークラブ
の会員からも見舞と状況を心配するメールが
届いております。被災地から南に2,500キロ離
れているから直接の被害は大丈夫と返信して
おきました。
地震・津波災害に加え、原子力発電所の放射
能漏れは日本にとって大きな打撃です。回復
には相当の時間を要することでしょう。
今回の災害で姉妹クラブの方々も記念行事

への出席を見合わせるとの連絡がありました。
記念懇親会につきましては、状況をみて秋頃
に開催出来ればと思っております。

才木　邦夫君
佐世保ロータリークラブ囲碁・将棋同好会の

初めての例会を3月10日、セントラルホテル佐世
保で開きました。参加者は、囲碁に井上斉爾
さん、安福鴻之助さん、長島　正さん、加藤
陽一さん、闍瀬宏滋さん、才木邦夫の6人。将
棋には、増本一也さん、松尾文隆さん、松尾
慶一さんの3人。飯田満治会長からの金一封を
いただき、楽しいひとときを過ごしました。
これからも月1回程度開いていきますので、気
楽に顔を出していただければと思います。

米倉洋一郎君
第3回朗遊会は3月26日貍に予定通り開催い

たしますが、出欠についての連絡を受けます。

指揮　井手　孝邦君
「早春賦」合唱

出席委員会　F瀬　宏滋君
○永年会員表彰
円田　三郎君（45回）
山縣　義道君（28回）
森　　信正君（27回）
古原　　進君（26回）

○出席100％表彰
才木　邦夫君（3回）

親睦活動委員会　長富　正博君

佐世保南RC 川崎　満博君
久しぶりのメークアップです。お世話になり

ます。

井手　孝邦君、山縣　義道君、鬼木　和夫君
平尾　幸一君、中村　徳裕君、加納洋二郎君
大神　邦明君、松本　英介君（佐中・同級生）
寳亀先生の卓話に期待して。

円田　三郎君、山縣　義道君、森　　信正君
才木　邦夫君
永年会員表彰および出席100％表彰ありがと

うございます。

佐世保史談会Ⅲ

『佐世保の古文書』
―引地俊兵衛を中心に―

佐世保史談会副会長
寳亀　通聰様

１．市民協働モデル事業への参加
佐世保古文書解読研究会と市立図書館郷土

資料室の連携で

慶　　　祝

ニコニコボックス

朗 遊 会 よ り

囲碁・将棋同好会より

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 588,000円

◇

卓　　話

歌 の 時 間



テーマ『佐世保に残る古文書、古写真を探
そう』

古文書の調査・分類・整理カード作成→目録
作成→主な史料の撮影→解読→古文書所蔵
者（古文書目録のナンバー順に袋入れ・中性
紙箱入れして整理完了）
市立図書館郷土資料室（古文書目録・主な史
料のCDとプリントした史料・解読文）
引地家（吉岡町） 東漸寺（中里町）
前川家（崎岡町） 潮音院（鹿町町）

2．古文書整理・収納の問題点
①佐世保中心部に郷土資料館なし
市立図書館2階に郷土資料室　古文書を扱
う専門の学芸員不在

②佐世保の地方文書
在方や浦方の庄屋文書　地方給人（在郷
藩士）の文書が中心
明治・大正・昭和の近現代の史料や文化
財保存の必要

3．引地家文書
①引地俊兵衛（造

いたる

）
切り米8石　馬廻格　文政10（1827）年生まれ
初代　引地　造助

（馬廻り　年寄り方書き役）
２代　引地市三郎

（年寄り方書き役　江戸勤務）
天保14年 雄香寺再建のため吉岡に
移転

嘉永元年（1848）父市三郎隠居　引地俊兵衛
家督相続　実は吉野弥八兵
衛弟

嘉永２年（1849）小姓組組入り　広間番
元治４年（1865）大組に組入り
慶応４年（1868）高後番頭
明治２年（1869）4月京都詰め

8月5日　引地造に改名
9月14日愛姫様東行御供

明治３年3月10日平戸帰着
明治５年（1872）中里村里正兼戸長

同年9月病気を理由に辞退

明治25年（1892）逝去
②引地家文書
日記、萬手鑑、勤年録、覚え書き、口上覚
え（異国船来航関係　尊皇攘夷関連）、家財
録、年中万事扣帳、恩米関係、版本、漢籍、
新聞、地図、書簡、学務委員関係
③俊兵衛とまち夫妻の書簡
・明治2年4月～3年3月
俊兵衛京都詰め

・明治2年6月7日
俊兵衛→まち
吉次郎宛書簡

・明治2年8月29日
まち→俊兵衛宛
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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　　 高橋　理一

（今週の担当：松尾　文隆）
（カメラ担当：高橋　理一）

＊次回例会予告＊

会員卓話　　　久富　洋一君

平戸藩主静山公関係系図

清（静山公） 

熈（観中公） 

季子　中納言園基茂に嫁す 

節子　中納言姉小路公遂に嫁す 

愛子 

慶子 

孝明天皇 

明治天皇 

曜 
7代 

8代 

4女 

7女 

11女 

9代 

詮 
10代 

園家の養女となり 
大納言中山忠能に 
嫁す 

他に25名の子ども 

ただよし 


