
会長　梅村　良輔さん
めっきり朝晩寒くなって参り

ましたが、会員の皆様ご健勝の
ことと存じます。この11月は
TPP関連で、国内世論を二分す
るような問題であけくれており
ます。
2006年、ニュージーランド・シンガポール・
チリ・ブルネイの4ヵ国が発効させた貿易自由
化を目指す経済的枠組み。
TPP（環太平洋経済協定）は、加盟国の間

で取り引きされる品目に対して関税を撤廃。
原則的に100％撤廃しようとする枠組みであ
ります。工業製品や農産品、金融サービス等
をはじめ、全品目について2015年をめどに関
税全廃を実施するべく協議が行われていまし
た。2010年10月、アメリカ・オーストラリア・
ペルー・ベトナム・マレーシアの5ヵ国が参加
表明し、9ヵ国になりました。
今月14日の朝、野田首相はAPEC（アジア

太平洋経済協力会議）において「交渉参加に
向けて関係国と協議に入る」と表明されまし
た。今回、日本・カナダ・メキシコが交渉参
加となった次第です。TPPが日本にとってど
う影響していくかは分かりにくい問題です。
一方、ヨーロッパではギリシャの経済危機

に端を発し、今やイタリアまでもその渦中に
巻き込まれてしまいました。その問題の大き

さにユーロ圏内の各国共、又、世界中が戦々
恐々としている現状です。全ての問題が予断
を許さない状況です。
さて、ロータリー関係では、今週土曜日

11月19日には、有田RCの創立50周年式典が
開催されます。1961年（昭和36年）6月29日に
我が佐世保RCと佐賀RCのスポンサーにより
誕生しました。式典では祝辞を述べることに
なっております。頑張って参ります。
国際ロータリー第2740地区ガバナー 岩永

信昭さんより、ガバナー会よりのお願いとい
うことで、タイ洪水被害への義援金のお願い
が参っております。過去の例から、ニコニコ
ボックスより＠1,000/人を支出するというこ
とで、本日持ち回り理事会で承認をいただき
ました。
本日は例会終了後、パスト会長会による

諮問委員会が開かれ、会長ノミニーの件を
ご審議いただきます。16:00より新会員研修
会及び歓迎懇親会が開催されます。新会員
の方たちにも有意義な会になることを期待
致します。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
名誉会員
米海軍佐世保基地司令官
チャールズW.ロック大佐様
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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○ゲスト
川口　友子様
○ビジター
佐世保南RC 太田　博道さん

幹事　田中丸善弥さん

１．国際ロータリー日本事務局
ロータリー財団東日本震災復興基金への寄
付締め切りは12月末日を予定していました
が、皆様から寄付の要望が多く、2012年6月
30日まで延長されることが決まりました。
（ポール・ハリス・フェローの認証の対象とな
るのは12月末日までです）

２．国際ロータリー
第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん経由

①ガバナー会議長　片倉　章雄さんより
タイ洪水被害への義援金のお願いが参って
おります。タイは元RI会長ビチャイ・ラタ
クル氏の祖国であり、また来年度のRI国際
大会の開催国でもあります。

②【第一報】2012年バンコク国際大会ツアー
について
地区内でツアーを組み、皆様と一緒に参加
ご案内
出発／2012年5月5日貍　10:10発
帰国／2012年5月9日貉　20:35着

※福岡空港利用
デラックスホテル利用
155,000～165,000円

スーペリアクラスホテル利用
125,000～135,000円

締め切り日／12月1日貅

３．譛ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま140号」が届いてお
ります。

４．ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
11月14日です。

親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
本日11月16日 18:30よりレオプ
ラザホテル佐世保にて新会員歓
迎懇親会を開催します。会費
6,000円は受付にてお支払いいた
だきますよう、よろしくお願い
致します。

すでに案内が届いているかと思いますが、
本年度の忘年家族会を12月17日貍 18:30より
玉屋7Ｆにて開催します。11月25日貊が締め
切りとなっております。ご家族を含め多くの
皆様のご参加をお願い致します。

親睦活動委員会　土
、
井　弘志さん

○永年会員表彰

佐々木秀也さん（38年）
山下　　登さん（38年）
安部　直樹さん（33年）

○出席100％表彰

富永　雅弘さん（14回）
藤井　　隆さん（12回）

親睦活動委員会　浦里　和弘さん

遠田　公夫さん（11月9日分）
米倉副会長の初登場にニコニコします。
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梅村　良輔会長、米倉洋一郎副会長
田中丸善弥幹事、芹野　隆英副幹事
遠田　公夫さん、山縣　義道さん
名誉会員 米海軍佐世保基地司令官 チャー

ルズW. ロック様の卓話楽しみにしています。

佐々木秀也さん、山下　　登さん
富永　雅弘さん、藤井　　隆さん
永年会員表彰および出席100％表彰ありが

とうございます。

紹介：プログラム委員会　富永　雅弘さん

『私の指導方針』

名誉会員
米海軍佐世保基地司令官

チャールズW. ロック大佐様

本日の私のテーマは、私の指導方針とそれ
を米海軍佐世保基地にどう適用していくか、
ということを中心に話そうと思いました。そ
うすることによって、より深く私自身の性格
や考えを知っていただけると思います。また、
皆さんご自身にもいくつか当てはまるところ
もあるかも知れません。
ここ10年間で私がまとめてきた13の指導方
針があります。その中のいくつかは、米海軍
の諸先輩方から教えてもらったことも含まれ
ます。また、その中には私の弱点がわかるも
のもあります。この13項目のリストを机の一
番上の引き出しにいつも置いて、精神的に不
安定になった時や、人生で最も大切なものを
思い起こす必要がある時など、いつでも見ら
れるようにしています。これが皆様にとって
有益なものになれば幸いです。

指揮官として重要な13項目
Thirteen Keys for Senior Leaders

藺簡潔に正確に話し書くこと。
周りの不正確な情報を受け入れないこと。

藺時々ユーモアを駆使すること。
大きな会議で場を和ませるため。

藺重要な行事は準備を怠らないこと。
どの行事が本当に重要なのか見極めて理解する
こと。

藺身体が健康であること。
医療問題は積極的に取り組むこと。

藺自分自身が自分のスポークスマンになること。
藺人事の事柄について最も時間をかけること。
少なくとも全体の時間の4分の1以上。

藺積極的に考える時間を作ること。
自分の考えを紙に書いてまとめる。自分が尊敬
する意見を取り入れる。

藺週末はリラックスすること。
仕事から離れて充電することは、お金では買え
ないほど貴重なものです。

藺ボールを突いてはいけない。
たくさんの決断が、プレッシャーの中、感情的
な反応によって、もしくは事実も不完全なまま
にくだされます。必要な情報をゆっくり時間を
かけて集めること。絶対的に必要な（例えば法
律など）ものでない限り、誰かの時間の都合に
左右されないこと。

藺詳細が物をいう。しかし大きく考えること。
詳細を理解すること。同時に、山積する日々の
業務から離れ、新しいアイディア、概念、組織
の要望をじっくり考えるようにすること。この
二つのバランスを取ることが大事である。

藺プロセスをよく知ること。
しばしば、結果よりもプロセスを正確に理解す
ることが重要なこともある。

藺自分の目で法律や決まりを見ること。
法律に関して、自分のスタッフや弁護士の意見
に頼り過ぎないこと。自分でしっかりと目を通
すこと。

藺自己管理をすること。
自分の組織人格をアシスタントに引き継がない
こと。例え彼らがどんなに優秀であっても。自
己管理すること ―正しいフォルダーに書類を
まとめる、送ったメモをきちんと把握する、
「その日のフォルダー」― など総括的に自分で
考えるようにすること。重要な書類は自分の頭
の中に入れておくこと。

ニコニコボックス 11月9日追加分 1,000円
本　　日 10,000円
本日合計 11,000円

累　　計 351,000円

◇

卓　　話
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（今週の担当：中村　徳裕）
（カメラ担当：大野　高広）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

23日　祝日休会
30日　卓話予定者

会員　土
、
井　弘志さん

新会員研修会及び歓迎懇親会
【日時】平成23年11月16日貉

研修会　　　16:00～18:20
歓迎懇親会　18:30～

【会場】レオプラザホテル佐世保

〈研修会〉 司会　ロータリー情報委員会
委員長　岡　　英樹さん

16:00 開　会
会長挨拶 会長　梅村　良輔さん
講師：福田　金治会員

「ロータリーの基礎について」
講師：立石　徳雄会員

「米山記念奨学について」

――休　憩――

講師：才木　邦夫会員
「私とロータリー」

新会員　入会の感想と疑問
18:20 閉　会

研修会

懇親会

新会員研修会受講者　　H23年11月16日現在

〈2回目〉
1．大野高広さん 2010年5月12日入会

2．久富洋一さん 2010年9月 1日入会

3．闍瀬宏滋さん 2010年9月 1日入会

〈1回目〉
4．山田眞弘さん 2010年8月25日入会

5．浦里和弘さん 2011年4月13日入会

〈1回目〉
6．中川知之さん 2011年4月13日入会

7．土
、
井弘志さん 2011年4月13日入会

8．坂本 敏さん 2011年4月20日入会

9．見藤史朗さん 2011年5月18日入会

10．森 俊秀さん 2011年7月 6日入会

11．目黒誠之さん 2011年9月28日入会

※セミナーは在籍中2回受講となっております。


