
会長　梅村　良輔さん
毎日厳しい寒さが続いておりま
すが、会員の皆様ご健勝でお過ご
しのこととお慶び申しあげます。
BS放送で見たのですが、日本の
象徴“富士山”春夏秋冬それぞれ
の趣をもっていますが、今回の放送は極寒の
地にカメラが入っての撮影です。夏場は列を
なして山頂を目指す人の波も、この季節は人
っ子一人いない状況。頂上に到達するまでの
天候との闘い。荒天により終日小さなテント
の中でのビバーク。わずかの間の晴れ間をぬ
っての登頂、撮影。荘厳としか言いようのな
いその姿。冬場の澄み切った世界は、遠くの
名峰までもはっきり視界にとらえる。我々視
聴者の臨場感はデジタル放送で格段に向上し
ましたが、実際の現場はこの季節に挑戦した
者だけが味わえる感激でしょう。この日本の
シンボルをいつまでも大切にしていかなけれ
ばと思いました。一方、ミクロな所に目を転
じましたら、我が家の梅の木はこの寒さにも
かかわらず沢山の蕾を付けています。“梅一輪
一輪ほどの暖かさ”。厳しい政治・経済状態が
続いておりますが、やがてやって来る暖かい
春に向かって社業に、ロータリー活動に励み
ましょう。
さて本日は創立記念日例会です。昭和26年2

月に創設されました我が“佐世保ロータリーク
ラブ”。61年間の永きを振り返るのも大切なひ
と時だと思います。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○ゲスト
長崎国際大学RAC 会長　劉

りゅう

本淳
ほんじゅん

さん
松永　夕加さん
川嶋　早紀さん

○佐世保東南RC 会長　池田　正喜さん
幹事　大野　満也さん

森山　隆明さん

幹事　田中丸善弥さん

１．国際ロータリー日本事務局

2012年3月のロータリーレート
1ドル＝78円（現行78円）です。

２．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん

地区国際奉仕統括委員会
地区ロータリー財団委員会

委員長　石坂　和彦さん

ロータリー財団「未来の夢計画」研修セミナー

のご案内

日時／2012年4月7日貍
9:00～11:15 12:15より地区大会

場所／ブリックホール内会議室にて
参加予定者／ガバナー他 ロータリー財団

委員会関係者、希望者
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３．長崎国際大学ローターアクトクラブ
新会長　劉　本淳さん

新旧役員交代式並びに卒業式ご参加のお礼
状が届きました。

４．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
2月16日、18日です。

５．大村ロータリークラブ
「週報No.23-26」が届きました。

ローターアクト委員会
委員長　長富　正博さん
ローターアクトの会長

と卒業を迎える川嶋さん
と松永さんが挨拶に来ら
れていますので、皆さんよろしくお願いします。

長崎国際大学RAC 会長　劉　本淳さん
新役員を次週の例会で紹介させて頂きます

ので、よろしくお願いします。

川嶋　早紀さん、松永　夕加さん
これまでご支援、ご指導いただきありがと

うございます。これから活動を続けていく後
輩に対しても、是非サポート頂けるようよろ
しくお願いします。

■佐世保東南RC 20周年記念のご案内

会長　池田　正喜さん
幹事　大野　満也さん
20周年記念事業実行委員長

森山　隆明さん

平成24年4月22日豸
13時より、アルカスSASEBOにて20周年記念祭
を開催します。波佐見中学校吹奏楽部による
オープニングセレモニー、自然写真家 栗林　慧
氏による記念講演等を予定しておりますので、
是非ご来場頂きますようお願いします。

■副会長　米倉洋一郎さん
地区大会のご案内
日時／2012年4月7日貍

開　会12:15
懇親会 18:30

場所／長崎ブリックホールにて

■60周年記録誌部会 部会長　西村正一郎さん
皆様のご協力により、予定どお

り記念誌を発行することが出来ま
した。才木さん、委員会メンバー、
SK-iの中村さんには大変お世話に
なり、ありがとうございました。

出席委員会　目黒　誠之さん
○永年会員表彰

副島　正義さん（41年）
池田　　豊さん（31年）
遠田　公夫さん（25年）

○出席100％表彰

橘闍 克和さん（25回）
井手　孝邦さん（23回）
梅村　良輔さん（21回）
長島　　正さん（19回）
円田　　昭さん（19回）
田中丸善弥さん（19回）
石井　正剛さん（19回）
木村　公康さん（14回）
古賀　　巖さん（14回）
円田　浩司さん（8回）
幸良　秋夫さん（5回）
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親睦活動委員会　坂本　　敏さん

佐世保東南RC 会長　池田　正喜さん
幹事　大野　満也さん

20周年記念事業実行委員長 森山　隆明さん
佐世保RCの皆様、こんにちは!  本日は、表

敬訪問及び20周年記念のご案内に伺いました。
よろしくお願い致します。

増本　一也さん
長崎国際大学 松永夕加さん、川嶋早紀さん、
劉 本 淳君のご来場を歓迎します!! 松永さんは
交換学生として台湾に留学して以来、ロータ
ーアクトと長年ありがとうございました。

西村正一郎さん、才木　邦夫さん
やっと60周年記念誌が61周年の記念日に出

来上がりました。編集に際し、ご協力いただ
いた皆様に感謝します。ありがとうございま
した。

梅村　良輔会長、安福鴻之助さん
山縣　義道さん
立石パスト会長の卓話に期待してニコニコ

します。

岡　　英樹さん
同期入会の立石徳雄さんの卓話を楽しみに

しています。

遠田　公夫さん、橘F 克和さん
井手　孝邦さん、梅村　良輔さん
長島　　正さん、円田　　昭さん
田中丸善弥さん、石井　正剛さん
木村　公康さん、古賀　　巖さん
円田　浩司さん、幸良　秋夫さん
永年会員表彰および出席100％表彰ありがと

うございます。

創立記念例会卓話

パスト会長　立石　徳雄さん

◆クラブ事業内容
（昭和53年7月1日私が入会後）

佐世保クラブ創立40周年記念式典の事業と
して、当時ホークスの王監督を招き、小中学
生対象の野球教室と一般市民参加の講演を企
画した。当時、相浦中学2年生の城島選手（現
阪神タイガース）も参加した。王監督は彼の
素質を見抜いていた。20年の歳月は城島選手
の努力と精進で日本を代表するプロ野球選手
として花開いた。その成長の手伝いをした佐
世保クラブの記念事業の成果に感慨深いもの
があります。

創立50周年では記念事業として、佐世保市
立図書館へ500万円を寄贈した。

創立60周年記念事業では、記憶に新しい宇
久島島民を対象に映画鑑賞と、合併で新たに
佐世保市立となった学校や市内の中学校など
にテントを寄贈する事業を企画した。宇久島
の映画祭にはクラブ会員泊まりがけでの世話
で、各会員のまとまりを感じた。

◆佐世保クラブ誕生について
昭和26年2月21日、佐世保ロータリークラブ

は誕生しました。初代会長 田中丸善重さんと
田中丸善三郎さんが政財界に呼びかけられ、
スポンサークラブは福岡RC、長崎RCの両クラ
ブ、24名のチャーターメンバーでスタートしま
した。日本で54番目、九州で6番目はみなさん
ご存知のとおりです。県庁所在地以外では早
いほうです。
創立したては不慣れなクラブ運営で、会員

は試行錯誤の連続の様子でした。ガバナー公
式訪問では「佐世保クラブは常識クラブであ
る」との酷評を受けて、一同奮起して定款、
細則の勉強に励み、クラブ四大奉仕部門の組
織づくりができて、創立10周年頃には組織や
運営は現在の基礎の形ができあがっていたよ
うです。

ニコニコボックス 本日合計 22,000円

累　　計 619,000円

◇

ニコニコボックス 卓　　話
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（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＊

卓話予定者

長崎国際大学　教授　嶋内麻佐子様
「お茶について」

30年6月頃、60区で73クラブ中、出席率競争
で最下位になり、翌7月には一念発起して
99.3%でトップになった記録があります。現在
のクラブ出席100%の継続の原型がここいらに
ありそうです。

◇これまでの主な事業実績
15代 犬塚赫夫（皆春）会長の「江ノ島無料診
療奉仕団」を総勢40名で実施した総合病院の
移動ともいえる意義ある奉仕活動の実績があ
ります。
国際交流部門では
20代 岡田正実会長の台南ロータリークラブ
との姉妹クラブ締結
35代 菅沼義重会長のラホヤロータリークラ
ブとの姉妹クラブ締結

青少年奉仕部門では
佐世保北高インターアクトクラブ設立
西海高インターアクトクラブ設立
佐世保ローターアクトクラブ設立
長崎国際大学ローターアクトクラブ設立

国際青少年交換プログラムへの参加
全国に先駆けて実施し、クラブ会員は多
様な経験を経てプログラムの楽しさや難
しさを識った。

坂田重保パスト会長を中心として実現した
ロータリー財団と米山記念奨学会への貢献は、
全国トップクラス。

◇100%出席と親睦、奉仕
私たちは入会時、オリエンテーションで例会

出席を奨励されます。クラブで、会員は例会
に毎回出席することを当然のこととして受け
入れています。100%の数値より出席すること
の意義を理解できているからでしょう。ここ
に佐世保クラブの伝統が息づいています。

― 出席という美しき友愛を―

15代会長の犬塚皆春さんの書が例会場の壁
に掛けてあります。この額は2枚目のものだそ
うです。ロータリアンは例会出席から親睦を

身に付けて奉仕を学び、家庭、職域や地域へ
出て、明るい社会の創造へとつなげていくこ
とでしょう。
ある時、私は知人に「佐世保ロータリーク

ラブはどんなところか？」と聞かれ、「30年在
籍して会員間のトラブルを感じたことが無い
ところ。」と答えたことがあります。また、ク
ラブを「大人の集団は初めての経験」と挨拶
し、転勤されたクラブ会員もいました。何れ
も例会出席から生じてくる現象のようです。
親睦を身につけるには相手を受け入れなけ

ればできない相談です。親睦とは相手を受け
入れることでしょう。例会場でその訓練をし
ているのですから、例会出席がなければ親睦
の理解は叶えられないことなのです。

今年の出席委員会のテーマ
“出席で何かが変わり、何かを変える”
すばらしいテーマです。私は最近、周囲の

クラブの友人に「自分自身が以前より変わっ
てきたと思いませんか？」と問うことがあり
ます。おおかた頷かれます。私は上のテーマ
を“出席で自分自身が変わり、家庭、職場、
地域を変える”と置き換えてみました。
佐世保クラブ生誕60年、こんにち、“チーム

梅村”は若手会員さんと共に明るい雰囲気の例
会場をつくり、新たなクラブ歴史を刻み伝統
を創りつつあるようです。ご健闘を祈ります。


