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会長　飯田　満治君
5月と6月は、まさに各種総会

の時期であります。会員の皆様
も、多くの会議に出席されたり
して、それぞれご多忙の時期だ
と思います。私も、毎日、観光
関連の各種会議に出席いたしております。
私が観光コンベンション協会の理事長に就
任いたしましたのが、一昨年であります。当
時はハウステンボスが経営危機を迎え、佐世
保にお越しになる観光客の数も約20年来で最
悪の状況でした。観光統計は、暦の年、即ち
暦年で数字を発表いたしますが、おかげさま
で、昨年の数字は、入込客数で8％伸び、宿
泊人員でも5％ほど伸びてまいりました。
これで一安心かなと思ってましたら、1000
年に一度のことといわれる東日本大震災であ
ります。多くの方が亡くなり、今もなお沢山
の方々が生活に不安とご苦労を抱えていらっ
しゃいます。観光関連は、また一気に冷え込
みました。私は昔から観光一筋でありますが、
つくづく観光は難しい仕事だなと思ったこと
であります。
しかしながら、いろいろな状況はあるもの
の、国民の皆様は、事情が許せば、また楽し
い旅行をしたいと思っていらっしゃいます。
被害のなかった九州を訪れてのんびりしたい

なという需要が急速に伸びてまいりました。
今現在、海外からのお客様はいまだ低調であ
りますが、国内旅行の数は、九州に限って言
えば、回復の道を歩み始めました。
日本全体大変な時期でありますが、私たち
は観光の仕事を通じて、多くの皆さんが元気
になっていただくよう頑張っていきたいと思
うのであります。

○ロータリーソング「我らの生業」
○卓話者
佐世保警察署　署長　山下　忠義様
○ビジター
佐世保南RC 池田　敏章君
○地区交換学生
ケイト・マクマホーンさん

幹事　古賀　　巖君
１．国際ロータリー日本事務局
6月ロータリーレート　1ドル 82円

2．平戸ロータリークラブ
会長　柿添　圭嗣君

大会実行委員長　東　　義治君
創立50周年記念式典お礼状

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 
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３．日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会
大会実行委員長　菊池　弘嗣君

第21回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大
会開催中止のお知らせ

４．佐世保学園 学園長　竹下　　基様
「社会を明るくする運動」月間における意
見発表会開催について
①日時／平成23年7月5日貂
②会場／佐世保学園体育館

５．第2740地区ガバナー 高原　武彦君
ガバナーエレクト 岩永　信昭君
国際青少年交換委員長 瀬戸口智彦君
’11-’12 国際青少年交換委員長

岩杉　能将君
2012～2013年度国際青少年交換学生（派遣）
の募集について

６．地区クラブ奉仕統括委員長
駒井　秀基君

地区会員増強委員長 佐藤　　豊君
クラブ奉仕・会員増強セミナー開催について

日時／2011年7月9日貍　13:00～
場所／武雄センチュリーホテル

■創立60周年記念行事実行委員会
記念事業委員会 委員長　橘F 克和君

佐世保ロータリークラブ創立60周
年記念事業・東日本大震災復興
支援 ハイスクール茶会 IN ハウス
テンボスについて

①スケジュール及び実施内容

平成23年5月28日貍
09:30 ハウステンボス集合
10:00 設営開始
12:00 昼食
13 : 00～15:00 茶席運営
15:00 撤収開始
15:40 懇親会・講評・生徒アンケートなど
16:20 ハウステンボス出発

②茶席運営の概要

藺ハウステンボス（屋外テント）にて茶席を
設け、各高校にはお客様の前でお点前を披
露しながら、観光客の方々にお呈茶してい
ただきます。
藺亭主が点てるお茶以外の観光客の方々への
お呈茶については、水屋スペースで点てて
から、お出しする方法をとります。
藺お呈茶については、無料での提供となりま
す。お客様に対しては、「東日本大震災復
興支援」のための募金をお願いします。
藺運営に当たっては、ロータリー会員が案内
誘導を行い、長崎国際大学の学生数名が各
ブース運営のお手伝いを行います。

■財団奨学・米山委員会
委員長　遠田　公夫君

福田金治会員よりロータリー米山記念奨学
会とロータリー財団へご寄付いただきました。

米倉洋一郎君
5月22日豸に行われた8RCゴルフコンペは、
雨を心配しながらのスタートでしたが、ほと
んど雨にあうことなく行われました。

■次年度会長 梅村　良輔君
5月18日貉、2011～2012年度の
大委員会がセントラルホテル佐
世保にて行われました。
今回は新しく改装された2F会

議室（ホール）で、各大委員長は
じめ皆様活発な討議をいただき、盛会に終え
ることができました。
皆様のご協力にお礼申しあげますと共に、

いよいよスタート致します次年度に、重ねて
ご支援お願い致します。
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委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

次 年 度 報 告
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ケイト・マクマホー
ンに地区からお小遣
い授与

親睦活動委員会　F瀬　宏滋君
本当でしたら、先週がスピーチ
の時間でしたが、諸事情のため出
来ずに、迷惑をおかけしました。
申し訳ございませんでした。
今回、ロータリー入門、ロータ

リアンのための新世代入門というRI指定記事
がありましたので紹介させていただきます。
藺全ロータリアンに占めるロータリープログ
ラム学友の割合…3%
藺ロータリークラブの例会に出席したことの
ある学友の割合…90%
藺ロータリアンになることに関心のある学友
の割合…66％
藺学友への勧誘をおこなっていないロータリ
ークラブの割合…58％
藺ロータリークラブ入会資格があるローター
アクト学友のうち入会に興味のある割合
…33％
藺ロータリアンになった学友のうち、所属ク
ラブから積極的に勧誘を受けた人の割合
…80％
藺ロータリアンになった学友のうち、クラブ
で指導的役割を務めたことのある人の割合
…81％

という結果で、会長をはじめ皆様が取り組ま
れている会員増強についての特集がありまし
たので少し読んでみました。
この特集には、X世代（1960～1980年代生

まれ）と、Y世代（1980～1990年代生まれ）の
ことが書いてありました。実際に若い方々の

ロータリーへの関心は、ロータリークラブの
活動に参加された人たちは興味を持っている
みたいです。
まず、新世代をクラブに迎え入れようとす
るうえで3つのアイディアが載っていました。

１）過去を振り返る

ロータリークラブの実施するプログラムで、
ロータリアン候補となりえる若者を見つけ
る。ロータリー青少年交換・インターアク
ト・ローターアクトなどです。

２）小規模なプロジェクトから始める

長期的な活動より、短期的なプロジェクト
に参加をさせ、ロータリーのビジョンを理
解させる。

３）際立たせよ

Y世代にロータリークラブの大義を重んじ
た社会的な活動に意義を感じる若い人に会
員になってもらうということでした。

親睦活動委員会　見藤　史朗君

○結婚記念月のお祝い

円田　三郎・幸子　様ご夫妻（3日）
田中　信孝・さと子様ご夫妻（7日）
飯田　満治・節子　様ご夫妻（10日）
松尾　弘司・喜美子様ご夫妻（10日）
副島　正義・三重子様ご夫妻（14日）
古原　　進・洋子　様ご夫妻（18日）
木村　公康・智里　様ご夫妻（22日）
川冨　正弘・玲子　様ご夫妻（30日）

その他の報告

慶　　　祝

ロータリー3分間情報
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親睦活動委員会　土
、
井　弘志君

佐世保南RC 池田　敏章君
飯田会長、あと1ヵ月となりましたね。ラ

ストスパート　ガンバッテクダサイ。

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
梅村　良輔君、才木　邦夫君
長島　　正君、松本　由昭君
富永　雅弘君、鬼木　和夫君
円田　浩司君、福田　金治君
佐世保警察署　署長　山下忠義様の卓話、

楽しみにしています。

山縣　義道君
佐世保警察署　署長　山下忠義様の卓話を
楽しみにしておりましたが、出張のため拝聴
できなくて残念です。佐世保でのご活躍をご
期待申しあげます。

松尾　慶一君、安福鴻之助君
朗遊会にて入賞しましたので。

米倉洋一郎君
8ロータリークラブゴルフコンペにて入賞し
ましたので!

副島　正義君、円田　三郎君
木村　公康君、飯田　満治君
結婚記念日のお祝いありがとうございま

した。

福田　金治君
先週、永年会員表彰をいただきましたの

で!

『犯罪の起きにくい社会づくり』
～安全と水はただという感覚～

佐世保警察署

署長　山下　忠義様　

東日本大震災で犠牲になられた方に改めて
お悔やみを申しあげますとともに、多大な被
害を受けられた被災者の皆様に心からお見舞
い申しあげます。
今回の震災で被災された方が「普通に生活
できるのが一番幸福です。」と言われておら
れましたが、本当に普通に生活できるという
のはありがたいと思います。
安全と水はただであってほしいと、私は思
います。
我々は、市民生活の安全・安心を守ろうと
する活動を行っておりますが、それは単に犯
罪の検挙や事故防止といった活動にとどまら
ず、将来に向けて、より安全で安心な市民生
活の確保を目指して活動しています。
市民の方々が犯罪や事故の被害に遭わない
ようにするためにはどうすべきか、より安心
して暮らせるようにするためにはどうしたら
いいのか、常に積極的に考え行動しています。
そういった意味から普通に生活できる幸福
を感じていただき、「安全と水はただ。」とい
う感覚を持ってもらえるような社会にしてい
かなければならないと考えます。
犯罪を未然に防止していくためには、幅広
い国民各層において犯罪に対する抵抗力を高
める必要があります。抵抗力を高めるという
ことは、犯罪被害に遭わないための注意力を
高めることであるとも思います。
そのためには、社会の絆の強化と日本人の
規範意識、道徳規範の育成が必要です。
いま、犯罪発生の一因として、かつて犯罪
抑止に大きな役割を果たしてきた地域社会の
絆や日本人の高い規範意識が時代とともに弱
体化しているといわれます。
犯罪の起きにくい社会を実現するために

ニコニコボックス 本日合計 20,000円

累　　計 713,000円

◇

卓　　話ニコニコボックス
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は、社会の中に高い規範意識と強い絆を根付
かせることが不可欠といえます。安全で安心
な街のため、また、人々が社会や他人に優し
くするには、大人や社会的に地位のある人々
に強さがなければならないと考えます。
私は、アフリカ、南米等で勤務した経験か
ら、教育の大切さを実感しています。
特に、女性の教育水準を高めることが必要
だと思います。女性が教育を受けることで、
様々な知識を持つ。その結果、伝染病予防の
知識や対処方法が備わり、子どもの死亡率も
低下する。コミュニケーションが大事なこと
がわかり、地域での争いごとも減る。家庭教
育が必要になる。教育の必要性が認識され、
子どもに教育を受けさせるようになり、文化
的にも向上する。等々につながります。
海外勤務では、正面から現実を受け止める
覚悟が必要です。それを支えるのが人と人の
つながりであり、「逃げない、慌てない」覚
悟だと思います。
現実を受け止め、覚悟と五感を鍛え、第六
感を養うことが必要です。
応用力、順応力、察知・予知力を丹念に鍛
えあげ、地域の特徴を見極める眼が必要です
（街の構造、道路、人々の表情、雰囲気など、
語学は必要不可欠だが、すべてではない。手
段の一つであると思います。）。
これらを支えるのは、各国の治安状況はも
ちろん、文化・歴史を理解することであり、
加えて他人や自然に対する思いやり、優しさ
であると思います。
皆様方とともに、犯罪の起きにくい安全・
安心な街づくりを目指して活動して参ります
ので、ご支援ご協力をお願いします。

――山下忠義氏プロフィール――

58歳
昭和51年（1976）神奈川大学卒業、同年 長崎
県警察官
平成4年（1992）、外務省に出向、アフリカ、
フランス、南米の在日本国大使館で一等書
記官等として勤務。

帰国後、警察庁勤務。
長崎県警察では、交通機動隊長、会計課長、
公安課長、刑事部組織犯罪担当首席参事官、
生活安全部長を務め、平成23年3月から現職
（佐世保警察署長）。
趣味：落語、ジョギング、ゴルフ

「ゆいごん」と「いごん」、正しいのは？？

どちらも間違いではありません。「遺言」
は、世間一般には「ゆいごん」と発音し、
法律家は「いごん」と発音する方が多い
ようです（私は「ゆいごん」派です）。広
辞苑の「ゆいごん（遺言）」を見ると、『法
律用語では「いごん」という。』との注釈
が付いています。平安中期ころの呼称
「ゆゐこむ」が「ゆいこん」→「ゆいごん」
と変化してきたといわれ、他方、「いごん」
は「いげん」に連なるものです。
わが国では、古くから臨終に立ち会っ

た者に言葉を託したり、口述を筆記させ
たりすることが遺言（ゆいごん）慣行と
して行われていましたが、明治民法制定
の際、遺言は法律に定める方式（自筆又
は公正証書が原則）によらなければなら
ないとされましたので、当時の法律家と
しては、世間一般で使われている「ゆい
ごん」を避けたかったのかもしれません。

（幸良　秋夫）
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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：石井　正剛）
（カメラ担当：松尾　文隆）

＊次回例会予告＊

会員卓話
プログラム委員長　加納洋二郎君

ハイスクール茶会 INハウステンボスハイスクール茶会 INハウステンボス

台南RC及びローターアクトからの義援金を
市役所へ寄贈いたしました

平成23年5月28日貍


