
会長　梅村　良輔さん

毎年の風物詩であります“春一番”
の到来と共に春の訪れを感じる今
日この頃ですが、国政の場に於い
ても春一番が吹き荒れている模様
です。消費税増税関連法案の事前
審査を行っていた民主党政策調査会の合同会議
は今朝未明、前原政調会長が法案の扱いを一任
してほしい旨伝え、議論を打ち切りました。延
べ８日間、40時間余りにわたった議論でした。
しかし、反対派からは一方的な終わり方に怒号
が飛び交い、党内には深刻な亀裂が残っている
現状です。野田首相は法案を30日に閣議決定し、
その後、国会提出する方針だそうですが、どの
ように決着していくのか国民としてその成り行
きを注目したいところです。
さて、ロータリー関連の話になりますが、ロ

ータリーの誕生については皆様十分にご承知の
ことですが、20世紀初頭の米国シカゴの街は、
著しい社会経済の発展の陰で、商業道徳の欠如
が目につくようになっていました。青年弁護士
ポール・ハリスはこの風潮に堪えかね、友人3人
とお互いに信頼のできる公正な取り引きをし、
仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発
展するような仲間を増やしたいという趣旨で、
1905年2月23日にシカゴロータリークラブが誕生
したことは周知のことです。それでは日本のロ
ータリーの誕生のことに目を向けてみましょう。

〈日本のロータリー〉
わが国最初のロータリークラブは、1920（大正9）
年10月20日に創立された東京ロータリークラブ
で、翌1921年4月1日に、世界で855番目のクラブ
として、国際ロータリーに加盟が承認されました。
日本でのロータリークラブ設立については、ポ
ール・ハリスの片腕としてロータリーの組織をつ
くり、海外拡大に情熱的に取り組んだ初代事務
総長チェスリー・ペリーと、創立の準備に奔走し
た米山梅吉、福島喜三次などの先達の功を忘れ
ることができません。
その後、日本のロータリーは、第2次世界大戦
の波に洗われて、1940年に国際ロータリーから
脱退します。戦後1949年3月になって、再び復帰
加盟しますが、この時、復帰に尽力してくれた
のが国際ロータリーの第3代事務総長ジョージ・
ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発展

は目覚ましいものがあります。ロータリー財団
への貢献も抜群で、今や国際ロータリーにおけ
る日本の地位は不動のものになりました。現在、
日本全体でのクラブ数は2,292、会員数88,632人
（2011年12月末現在）となっています。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
させぼガイドネットワーク 清水　芳子様
○ゲスト
長崎国際大学RAC 会長　劉　　本淳さん

幹事　北村　俊子さん
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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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幹事　田中丸善弥さん

１．公益財団法人ロータリー日本財団
梅村良輔会員、橘闍克和会員ヘ、ポール・ハリ
ス・フェロー認証ピンが届いております。

２．国際ロータリー日本事務局経理室
2012年4月のロータリーレート
1ドル＝82円（現行78円）です。

３．財団法人ロータリー米山記念奨学会
事務局長　坂下　博康さん

「ハイライトよねやま 144号」が届きました。

４．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区大会実行委員長 田嶋　英夫さん
ホスト　長崎北東ロータリークラブ

会長　古賀　　明さん
2011～2012年度地区大会駐車場のご案内

無料駐車場 魚市跡地より本会議場ヘシャトル
バス運行
AM 10:00～13:00の間
大会終了後　本会議場より懇親会場
PM 17:00～18:30の間

５．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

3月21日、22日です。

６．公益財団法人米山梅吉記念館
理事長　渡邊　脩助さん

①春季例祭ご案内
日時／平成24年4月28日貍 14:00～
場所／米山梅吉記念館ホール

②「館報 2012年春号」が届きました。

■会長エレクト 長島　　正さん

国際ロータリー第2740地区
2012-2013年度 会長エレクト・幹事エレクト
研修セミナー

PETS報告

日時／2012年3月25日豸 14:00
場所／マリトピアにて（佐賀市）

ガバナー・エレクトの福元裕二（佐賀北RC）
さんから次年度のRI方針、地区方針を話されま
した。
RI会長エレクトの田中作治（埼玉県・八潮RC）

さんは日本人3人目のRI会長で、「奉仕を通じて
平和を」をテーマに掲げておられます。
佐世保RCの次年度の運営方針は、RIテーマ・

RI戦略計画、そして地区方針を参考にさせてい
ただきながら決定していきたいと思います。

〔地区協議会〕
日時／2012年5月27日豸 13:30
場所／グランデはがくれ にて

福元ガバナー・エレクトの佐世保RCへの公式
訪問は8月8日です。

■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
観桜例会のご案内

日時／平成24年4月4日貉 18:30～
場所／アイトワにて（福石町）

■クラブ奉仕委員長 平尾　幸一さん
浦里和弘会員送別会のご報告

今月末に退会される浦里会員を囲んで、3月22
日貅にレオプラザホテル佐世保で送別会を開催
しました。米倉副会長、田中丸幹事をはじめ、
出席例会委員会、親睦活動委員会より20名の方
に参加していただき、梅村会長には美味しいワ
インをいただきました。
この席で、不整脈の一つである頻脈が話題に

上がり、もしもの時のために、例会場にAEDを
置いた方が良いのではないか、という意見が上
がったことを報告しておきます。
話を元に戻しますが、ウイットの効いた浦里会

員のお話を聞けなくなるのが残念ですが、浦里会
員の今後のご活躍を祈念しまして、クラブ奉仕委
員会からのはなむけの言葉とさせていただきま
す。浦里会員、ありがとうございました。
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幹 事 報 告 委 員 会 報 告

米倉副会長より、梅村会長へ伝達して頂きました。
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■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん
長崎国際大学RAC 会長　劉　　本淳さん
長崎国際大学RAC 幹事　北村　俊子さん
今回は例会の案内で参

加させていただきました。
次回例会は、4月12日貅
18:30 ホテルオークラJRハ
ウステンボスで行います。
当日は梅村会長に卓話をお願いしていましたが、
お仕事の都合で参加できないとのことでしたの
で、次回例会では田中丸幹事に卓話をしていた
だくことになりました。当日はよろしくお願い
いたします。皆様お忙しいと思われますが、ぜ
ひ足を運んでいただけると幸いです。
また、次回例会では5人の見学者が来る予定で
す。先輩が卒業してはじめての例会ですが、メ
ンバー一丸となって今期もガンガン活動してい
きます！お世話になることもたくさんあると思
いますが、これからもよろしくお願い致します。

朗遊会幹事　松尾　文隆さん

①第3回朗遊会結果報告
3月24日貍 19名の会員に参加いただき、佐世保
カントリークラブにて開催いたしました。強風と
寒さの厳しい状況下、OUT39・IN40 グロス79
ネット68（ニアピン賞3ホール獲得）という素晴ら
しい成績で、芹野副幹事が優勝されました。

②『第4回朗遊会』開催のご案内
日時／平成24年4月21日貍 スタート11:30予定
場所／佐世保カントリークラブ
参加費／2,000円

③第40回佐世保8ロータリークラブ親睦ゴルフ大会
日時／平成24年5月20日豸 スタート8:45予定
場所／佐世保カントリークラブ・石盛ゴルフコース
参加費／10,000円（懇親会のみ参加の場合、会費5,000円です）
懇親会／ホテル万松楼「芙蓉の間」18:30より

浦里　和弘さん
一年間ありがとうございました。

佐世保ロータリークラブでの経験
を生かし、定年までの2年間を勤め
上げたいと思っています。栄えあ
る佐世保ロータリークラブの一員
であった事を誇りに精進いたします。

親睦活動委員会　森　　俊秀さん

○結婚記念月のお祝い
山下　尚登・智子　 様ご夫妻（5日）
藤井　　隆・眞紀子 様ご夫妻（6日）
安福鴻之助・佐和子 様ご夫妻（9日）
佐藤　丈治・由起子 様ご夫妻（9日）
中川　知之・ヒサ子 様ご夫妻（18日）
長島　　正・圭子　 様ご夫妻（18日）
梅村　良輔・涼子　 様ご夫妻（25日）
菅沼宏比古・美砂子 様ご夫妻（25日）
芹野　隆英・洋司枝 様ご夫妻（26日）
加納洋二郎・眞理　 様ご夫妻（30日）

親睦活動委員会　見藤　史朗さん

梅村　良輔会長、才木　邦夫さん
飯田　満治さん
清水芳子さんの卓話に期待します。

浦里　和弘さん
1年間大変お世話になり、ありがとうございま

した。佐世保ロータリークラブで経験した事を、
定年までの2年間のお勤めに生かしたいと思いま
す。本当にありがとうございました。

梅村　良輔さん、藤井　　隆さん
安福鴻之助さん、佐藤　丈治さん
長島　　正さん、芹野　隆英さん
加納洋二郎さん、中川　知之さん
（武井洋一）さん
結婚祝いありがとうございました。

芹野　隆英さん
入会して苦節8年、やっと朗遊会で、優勝する
ことが出来ました。

ニコニコボックス

慶　　　祝

朗 遊 会 よ り

退 会 挨 拶
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（今週の担当：有薗　良太）
（カメラ担当：中村　徳裕）

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＊

観桜例会
日時／平成24年4月4日貉 18:30～
場所／アイトワにて（福石町）

本当にありがとうございました。特にご同伴
いただきました、池田 豊さん、米倉洋一郎さん、
木村公康さんに心より感謝申しあげます。

米倉洋一郎さん
3月24日の朗遊会にて優勝された、芹野副幹事

と同組でプレーし、引っぱられる形で準優勝さ
せていただきました。

梅村　良輔さん
先日の朗遊会のコンペにて、久しぶりに3位入
賞しましたので。

中島　祥一さん
待ちに待った初孫がさきほど生まれました。

待望の女の子のようです。

「～『坂の上の雲』を目指した時代～
海軍さんのまち歩き」

させぼガイドネットワーク
清水　芳子様

佐世保の市民ガイドがご案内する
佐世保の旅、『SASEBO時旅』。その公式ガイドブ
ックの２番目のプログラムとして『海軍さんのま
ち歩きとゆかりのお料理』が掲載してあります。
今回は、このプログラムの中のツアーである

『海軍さんのまち歩き』を、ダイジェスト版にしま
して、まちの映像とガイドの語りで、30分間の卓
話とさせていただきます。
『SASEBO時旅』は、この春から2年目を迎えまし
た。そのルーツは……。
佐世保市が、8年ほど前からエコツーリズムの活
動を続けてきています。ちなみに、エコツーリズ
ムとは、自然や、文化・歴史などを観光のテーマ
としながら、いかにその素晴らしさを感じ、守り
伝えていくのか、ということを考える旅のあり方
のことです。

その流れの中で、数年前から、エコツーリズム
ガイド養成講座を開講。そして、受講し、終了し
た人たちが、佐世保のまちを舞台にプログラム作
成に参加し、ガイドをになうようになっていきま
した。
その、ガイド養成講座の終了生や自然派ガイド、
カヤックガイドなどの仲間の輪が広がって立ち上が
ったのが、「させぼガイドネットワーク」。（私も講
座を受講し、市民ガイドとして、させぼガイドネッ
トワークに所属しています）そのガイドたちがご
案内する旅や、一生懸命考えて提案した旅を集め、
ひとつの名前がつき……それが『時旅』です。
さて、『海軍さんのまち歩き』。副題に「坂の上

の雲を目指した時代」とつけておりますが、これ
は、お察しの通り司馬遼太郎氏の小説『坂の上の
雲』を意識しています。
小説『坂の上の雲』は、日露戦争を克明に描き

ながら、３人の登場人物の青春群像と、日本を守
るというひたむきな魂で、大国ロシアと戦った明
治という時代を描いてあり、「佐世保」という地名
が何度も出てくる…。
にもかかわらず、佐世保のまちの描写は、出て

こない…。
「まちの描写はない」という状況の中、それで

も、ぜひ『坂の上の雲』に関わりながら、海軍さ
んのゆかりの地である佐世保のまち歩きを作りた
い、そういう強い思いで誕生したのがこのツアー
です。
かくして、明治時代にちなんだ史跡をめぐりな

がら、『坂の上の雲』に描かれた人々のエピソード
を添える、海軍さんの時代に思いを馳せるツアー
となりました。
今回は、短い時間ですが、歩かない「まち歩き」
をお届けいたしました。

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 27,000円

累　　計 733,000円

◇


