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会長　飯田　満治君
今年度の例会も今回を含めて、
残り3回となりました。会員の皆
様の変わらぬ協力に心より感謝
申しあげる次第です。後程報告
もありますが、この日曜日には、
空き缶回収キャンペーンとローターアクト年
次大会が開催されました。休みの日にもかか
わらず、多くの会員の出席もあって、それぞ
れの会の趣旨に沿った活動のお手伝いができ
たと思っています。
さて、先週は、中国の青島と藩陽に緊急観
光誘致活動を行ってまいりました。これまで
の両市との観光交流を通じて、佐世保に縁の
ある地域でしたので、市長自らの訪問で、一
定の成果も得られたと思います。この秋には、
団体の皆さんが佐世保を訪れて、ハウステン
ボスやパールシーを楽しんでいただけると確
信いたしております。これらのことなどがき
っかけとなって、東アジア地区からの観光客
が、先ずは、昨年の水準まで復活して、地域
に経済波及がいい方向で広がることを望む次
第です。

例会開催前に、持ち回りで理事会を開催い
たしましたので内容を報告します。
東日本大震災で、佐世保に緊急避難して来

ておりました、交換留学生のケイト・マクマ
ホンさんにつきまして、2740地区としても、
新たな受け入れ態勢が構築できましたので、
当佐世保クラブのホストクラブとしての役割
が終了いたしました。安部パストガバナーや
遠田さんなど、多くの皆様に支援していただ
きました。感謝いたしております。ケイトさ
んが、今後とも日本での生活を楽しみながら、
元気に成長されますことを望む次第です。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
佐世保連合史跡保存会
代表　久村　貞男様
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ホストクラブ会長（長崎RC）
嵩下　明伸君

2011～2012年度インターアクト年次大会の

ご案内

日時／平成23年7月30日貍
13:30 登録開始　14:20 開会式

～31日豸 10:40 閉会式
会場／稲佐山観光ホテル

２．第2740地区次年度地区幹事 中野　哲生君
次年度公式訪問のタイムスケジュールにつ
いて（お知らせとご協力のお願い）

（回覧と次年度へ伝達）

３．第2740地区第5グループ
2011～2012年度ガバナー補佐

山本　浩平君
クールビズ期間について　7月～9月

期間中はガバナー、地区幹事共々ノーネ
クタイで訪問させていただきます。

４．2011～2012年度ロータリー財団委員会
委員長　石坂　和彦君

第1回ロータリー財団委員会開催について
日時／2011年7月9日貍

12時30分昼食、13時～16時会議
場　所／武雄センチュリーホテル4階
出席者／地区2011～2012年度ロータリー

財団委員会委員

５．クラブ奉仕統括委員会
委員長　駒井　英基君

会員増強委員会 委員長　佐藤　　豊君
会員増強計画推進のためのアンケートにつ
いて（お礼）

６．長崎国際大学ローターアクトクラブ
5月月報

加藤　陽一君
本日をもちまして、社内の人

事異動の関係で、退会すること
になりました。入会して3年、皆
様とお知り合いになり幸せでし
た。
私は、池田　豊さんと田中丸善弥さんに推
薦いただき入会いたしましたが、その後も折
にふれ昼夜をとわずご指導いただきました。
本当に3年間有り難うございました。

■地域発展・人間尊重委員会 円田　　昭君
去る5日、佐世保中央公園の空
き缶清掃キャンペーンは雨模様
の天気でしたが、14名の会員の
方に参加いただき、例年通り実
施いたしました。空き缶はほと
んどなく市民のモラルの高さを感じさせられ
ました。

■ローターアクト委員会
委員長　小川　芳寛君

第29回年次大会参加報告

6月4日・5日、島原で開催され
た国際ロータリー第2740地区ロ
ーターアクト・第29回年次大会
に増本副幹事、長崎国際大学
RACの9名と参加してまいりましたのでご報
告いたします。
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今回のテーマは「共生」ということで、雲
仙普賢岳の大噴火から島原が再生・復興した
ことを踏まえて、自然とともに生きることの
意味、東北に向けて今私たちにできることを
みんなで学び、考えました。
天候はあいにく雨で、島原を散策する「さ
るく」は中止となりましたが、火山体験学習
施設の「がまだすドーム」を見学して、1792
年の「島原大変」や1990年の「平成噴火」に
ついて学習いたしました。
最後に、レセプションでは長崎国際大学

RAC前会長の松永さんが、今年度のベストリ
ーダーとして表彰されるなど、喜ばしいこと
がありました。

■次年度幹事 田中丸善弥君
１．2011～2012年度役員交代式、
記念懇親会を7月2日貍 18:30よ
り 玉屋 8F・７F文化ホールに
て開催致します。新しい年度
のスタートです。皆様どうぞ
よろしくご予定ください。

２．海の日協賛「ビーチクリーンアップ」参加
のご案内
7月18日（祝・月）雨天決行・荒天中止、
場所は鹿子前です。

「艱難汝を玉にす」と考え頑張ります。

■創立60周年記念行事実行委員会
総務委員会 委員長　円田　　昭君
60周年記念事業も間もなく終わろうとして
います。思い出は沢山作っていただけたと思
いますが、残るものが何もないというのは残
念なので、記念品として帽子を作ります。色
だけでも皆様の希望に応じられるよう希望を
とり、最終例会で配布します。

米倉洋一郎君
役員交代記念ゴルフ大会は、6月11日貍

11:47スタートにて佐世保カントリークラブで
行います。

ハウステンボス㈱
ホテル本部 ホテル営業部 宴会営業課

課長　牧　　勇一様

佐世保ロータリークラブの60周
年記念事業としてハイスクール
茶会をハウステンボスで開催い
ただき有り難うございました。
当日、1,100名以上の方に呈茶

できたことは、高校生にとって良い経験にな
ったと思います。また、私達も高校生の真摯
な姿に感動いたしました。共催されました、
長崎国際大学からは、第2回の開催ができな
いかと声をかけていただいております。
ハウステンボスとしても恒例の事業とし

て定着できたら良いと思っております。
先鞭をつけていただいたことに感謝しま

すとともに、今後のご指導をよろしくお願
いいたします。

親睦活動委員会　山田　眞弘 君
今回は、言葉と数字の関係が

テーマです。以前からとても気
になっていた数字の「3」につい
て考えてみたいと思います。
日本では、古来より物事を「3」
でくくる表現が多く、「三種の神器」「御三家」
「三拍子揃って」などがあり、ことわざにも
「三人寄れば文殊の知恵」「石の上にも三年」
「仏の顔も三度まで」他にも「日本三景（松
島・宮島・天橋立）」「三日坊主」「三日天下」
など、良くも悪くもこの「3」という数字が
用いられています。
京都の三十三間堂は、まさに「3」づくし

です。観音様は姿を33種類に変えて現れる言
い伝えがあり、柱と柱の間の数は33、自分の
顔に似た仏像が必ず1体はあるといわれる無
数の仏像の数は3万3333体、と「3」に満ち溢
れています。

朗 遊 会 よ り

その他の報告

ロータリー3分間情報
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日本だけにとどまらず、世界規模で「3」
が好まれているようです。「世界三大宗教
（仏教・イスラム教・キリスト教）」「世界三
大珍味（フォアグラ・トリュフ・キャビア）」
「三大発明（火薬・活版印刷・羅針盤）」。さ
らに、古代ギリシア・エジプト・バビロンに
おける「神の三位一体説」、人間が「心・
霊・体」の3つからなり、自然界が「植物・
動物・鉱物」の3つから成り立ち、世界が
「天国・現世・地獄」の3つの世界から成り立
っているのは、どの文化・宗教観でも共通で
はないでしょうか。
私たちの生活においても、物理的に「3」

が最も安定しているのがよくわかります。
身近なところでは、「イス」は3脚が最も安
定します。確かに、水平な鏡面のような真っ
平らな床なら4脚のイスの方が安定しますが、
凸凹のある床や登山道のようなデコボコ道、
そしてグラウンドのような地面では、4脚以
上のイスは、必ずいずれかの脚が宙に浮いて、
ガタガタして安定性を失くします。
ところが、3脚は3点で平面を決定するので、
どんな地面でも安定するのです。カメラマン
の愛用する「三脚」も足場が悪くても安定し、
ショットがブレることはなくなるはずです。
大昔では「3」が一番大きな数でありまし

た。数の概念がまだ発達していなかった時代
の日本においては、「3」という数字は一番大
きい数と考えられていたようです。このため、
「3」は現代の「無限大」のように神秘的なも
のと考えられるようになり、神聖な意味が込
められていたといわれています。
「古事記」「日本書紀」には、3人の神様や
3人の女神、そして3年暮らしたとか、何かを
造るのに3日かかったという話がたくさん出
てきます。
「日本書紀」が原型となったといわれる浦
島太郎の竜宮城での滞在年数は「3年」でし
たし、物語の成立はわかりませんが、桃太郎
の家来も「3匹」でした。この「3年」「3匹」
の根拠もここにあるのかもしれないですね。
古代ギリシアでは「3」は数字らしい数字

でした。

1を数字とみなさなかった古代ギリシアで
は、「3」が最初の奇数でした。さらに「3」
は1や2と違っていて、「初め」と「中間」と
「終わり」の3通りがあるので、「数字らしい
数字」と考えられていたようです。ギリシア
神話にも運命の三女神や美の三女神が登場し
ます。
どうやら、数字の「3」には、「完全無欠」

の安定・調和の意味が秘められているような
のです。
私たちが普段使っている「ことば」には、

ことわざ・慣用句・世界観など「物事を3つ
でくくる」考え方が世界共通して見られまし
た。つまり、『世の中は「3つ」揃ってはじめ
て安定する』は人に共通した感覚で、だから
こそ「3」が文化や国境を越えて用いられて
いるのかもしれません。
皆さんの周りにも、不思議な数字「3」で

くくられたものはありませんか？それにはど
のような根拠があると思いますか？ちょっと
立ち止まって考えてみると何らかの理由が見
つかるかもしれませんね。

参考資料：『数の不思議　―面白すぎる
雑学知識―』（青春出版社）

親睦活動委員会　坂本　　敏 君
○今月の誕生祝い

有薗　良太君（4日）
立石　徳雄君（7日）
池田　　豊君（8日）
円田　三郎君（9日）
岡　　英樹君（22日）

慶　　　祝
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親睦活動委員会　土
、
井　弘志君　

飯田　満治会長、古賀　　巖幹事
増本　一也副幹事、中村　徳裕君
佐世保地区連合史跡保存会 会長 久村貞男
さんの卓話に感謝いたします。

加藤　陽一君
3年間大変お世話になりました。これから

も宜しくお願いします。

円田　三郎君、立石　徳雄君
岡　　英樹君、池田　　豊君
誕生祝いありがとうございます。

会長　飯田　満治君
既に皆様方には、クラブ定款・細則の改正

（案）を配布しておりますが、最初に改正の
趣旨・要点について、ガバナー補佐の福田
金治さんよりご説明いただき、皆様よく理解
されたうえで改正いたします。（ガバナー補
佐の説明ののち、原案どおり全会一致で議決
されました。）

ガバナー補佐　福田　金治君
ガバナー補佐訪問及び市内会

長・幹事会の際、3年に1度のクラ
ブ定款・クラブ細則の改正につ
いて質問があり、指導して欲し
いという要望がありましたので、
国際ロータリー日本事務局にも尋ねて、別紙
の資料を各クラブ会長さんへ配布しました。
どうして各ロータリークラブがクラブ定款・

細則を必ず作成しなければならないのかとい
う理由を説明します。
私共が入会している佐世保RCは、60年前、
国際ロータリーに加盟させてくださいという
申し込みをしました。国際ロータリーで審査
の結果、加盟が許可されました。加盟許可の
条件の一つに、国際ロータリーが作成する標
準ロータリークラブ定款を採用して、佐世保
RC定款を作成することが義務付けられてい
ます。さらに、クラブ定款の中に、クラブ細
則で決める事が義務付けられる規則がいくつ
かありますので、クラブ細則を必ず作成しな
ければなりません。
3年に1度、クラブ定款・細則を改正するの
は、国際ロータリーが3年に1度、標準ロータ
リークラブ定款を改正するからです。今回、
佐世保ロータリークラブの定款・細則を改正
するのは、2010年に標準ロータリークラブ定
款の改正があったからです。2007年度版手続
要覧から、CLPという考えの導入により、常
任委員会名が変更になりました。
ロータリークラブの活動の指針は、手続要
覧１ページに記載されている様に、「クラブ」
「職業」「社会」「国際」、四大奉仕部門です。
（2010年より「新世代」が追加され、五大奉
仕部門となっています。）クラブリーダーシッ
ププラン（CLP）が採用されるまでは、ロー
タリークラブの活動を具体的に実施する委員
会が「クラブ」「職業」「社会」「国際」の四
委員会でした。
しかし、クラブリーダーシッププラン（CLP）
では、ロータリークラブの活動を具体的に実
施する委員会が「会員増強」「公共イメージ」
「管理運営」「奉仕プロジェクト」「ロータリー
財団」の五委員会に変更されました。従って、
クラブリーダーシッププラン（CLP）をクラブ
運営に導入する場合は、常任委員会を上記の
五つの委員会にすることが必要です。
但し、常任委員会の名称は変わりましたが、
私共のロータリークラブの活動の指針は、五
大奉仕部門に基づいて、年次目標と長期目標
を実行することに変わりはありません。
佐世保RCの雑誌・文献記録委員会の森

委員長からも、直接指導の要請がありました

ニコニコボックス

クラブ定款・細則の改正について

ニコニコボックス 本日合計 14,000円

累　　計 758,000円

◇



ので、本日配布しています資料に基づいて指
導させていただきました。
森 委員長の判断及び、クラブ理事会の決

議を経て、本日、クラブ細則第17条の規定に
より、クラブ例会に、クラブ定款及びクラブ
細則の改正案が提案される事となりました。
ガバナー補佐として指導いたしました内容に
ついてお知らせいたします。

『大昔の佐世保は面白い』

佐世保連合史跡保存会
代表　久村　貞男様

佐世保は、今では死語となったが兵曹文
化の街とやや自嘲ぎみに表現されていた。
江戸時代では、平戸藩の最も東端にあり、
三川内焼の窯場があった程度で特に際立っ
た歴史をもたず、近代になって海軍佐世保
鎮守府が設置されて急速に発展した街だっ
たからである。
ところが、1960年代に始まる考古学による
郷土史の発掘で、この地域は日本的な遺跡を
かかえ、優れた歴史性があることが知られて
きた。

○洞穴日本一の街
最初の発掘は、1960年の福井洞窟（吉井町）、
次いで1964年の岩下洞穴（松瀬町）、1970年
から始まる泉福寺洞窟（瀬戸越1丁目）など
洞穴遺跡群の発掘調査で、次のことが分かっ
てきた。福井
洞窟は私たち
の先祖が最初
に暮らした遺
跡の可能性が
あること、泉
福寺洞窟は最

初の土器（世界最古）の土器をもった人が住ん
でいたこと、そして岩下洞穴は優れた狩猟人
（ハンター）のセンターであったことである。
そして今や洞穴遺跡の数は江迎と鹿町の合
併で31か所に及び、遺跡の内容と数において
洞穴遺跡日本一の街になった。（第2位は広島
県庄原市30か所）
今年、福井洞窟の整備に向けた再調査が予
定されている。約4万年前にさかのぼり、日
本に初めて来日した日本人の祖先の足跡が解
明されるかも知れない。佐世保の考古学は極
めてホットなのである。

○卑弥呼の時代の佐世保
邪馬台国など女王卑弥呼の時代、つまり弥
生時代（約2千年前後）の佐世保地方は、福
岡平野ほかの北部九州に比較したら辺境の地
である。しかし、宮の本遺跡（高島町）は装
身具の南海産の貝を運ぶ中継基地であった可
能性があり、また四反田遺跡（下本山町）は
戦争用の石鏃を作る軍需工場であったらし
い。華やかな北部九州の弥生文化の一翼をこ
の辺境の地でも担っていたようなのである。

その他、古墳時代では宮津（宮津町）は大
村湾へ出入りする船の潮待ち港、早岐には平
安時代から開かれた街で経文を埋めた遺跡
（三島山経塚）があり、針尾城（針尾中町）
はルイス・フロイス著「日本史」に記述され
る城など、興味尽きない遺跡群が存在する。

（6）

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：高橋　理一）
（カメラ担当：幸良　秋夫）

＊次回例会予告＊

15日　例会休会
22日　クラブ協議会

卓　　話

福井洞窟（国史跡） 吉井町福井


