
会長　梅村　良輔さん

本来であれば、本日は大型連休の中、指
定休会日としておりましたが、2月8日の指
定休会日を変更させて頂きましたので、本
日は通常例会日となっております。会員の
皆様、やり繰りご出席して頂いたことに感
謝申しあげます。明日からカレンダーでは
後半の4連休に入ります。レジャーに、休養
に、又、お休みになれない方はお仕事にお
励みください。
先週は長崎県美術館館長 米田耕司様をお

迎えしての卓話。その後、職業奉仕委員会
による職場訪問という形で「親和アートギ
ャラリー」の見学会を行いました。鬼木会
員のご案内の中、雨天でしたが、34名のご
参加を頂き、有り難うございました。何の
ジャンルでもそうですが、本物に触れると
いう事は必要なことだと思います。
関連しまして、ロータリーの友5月号に

「職業奉仕を語る」という特集が載っており
ましたので、ご披露させて頂きます。
〔要点〕
盧職業奉仕は各人がその職業上において最
良の奉仕をすること。
盪ロータリアンとして、一人ひとりが核に
なって、その研鑽の結果を広めていくと
いう責任があります。

蘯自分たちだけが儲けるという考えではな
くて、「シェアをする」という事が企業に
おいても大切だと思います。
盻ロータリーの奉仕の理念に精進していけ
ば、profit（食い扶持）はあとからついて
くるというのがロータリーの神髄だと思
います。

さて、本日の卓話は、社団法人 佐世保青
年会議所 理事長 小饌和明さんより「佐世
保JCの今」というテーマでお話頂きます。
40歳定年制の若人の現在、未来を担うお話
を伺います。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

（1）

会　長　挨　拶

例 会 記 録

平成 00 年 00 月 00 日　　　　　　　第 0,000 回例会　　　　　　　　　　　NO24 5 2 3,023 39

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％

75

75

25

25

53 11

10

211

6

70.67

100.0059 6

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） 

会　長蘆梅村　良輔　　　幹　事蘆田中丸善弥 
事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN 
佐世保ロータリークラブ 



○卓話者
社団法人 佐世保青年会議所
第59代理事長 小饌

お ば ま

和明
かずあき

様
○ゲスト
社団法人 佐世保青年会議所
専務理事 山下　忠則様

○ビジター
佐世保南RC 橋本　正喜さん

太田　博道さん

幹事　田中丸善弥さん

１．国際ロータリー　会員増強・調査担当部
ロータリークラブ会員統計と費用に関する
調査が来ております。

２．譛ロータリー米山記念奨学会
理事長　板橋　俊雄さん
事務局長　坂下　博康さん

特別寄付金表彰品伝達

福田　金治会員
米山功労者メジャードナー
感謝状・ピンバッジ

安部　直樹会員
米山功労者マルチプル　感謝状

３．第2740地区米山奨学委員会
委員長　曽我　文雄さん

アンケート調査にご協力のお願いが来て
おります。

４．大村ロータリークラブ
「週報No.27-34」が届きました。

５．長崎国際大学ローターアクトクラブ
「4月月報」が届きました。

ロータリーの友より
みなさんは、現在のロータリーのクラブ数

や会員数をご存知でしょうか？
参考までにロータリーの友5月号の資料か

らご紹介します。
全国では2,292クラブで会員数は89,063人。

私たちの2740地区では57クラブ2,222人とな
っております。ちなみに、一番クラブ数の多
い地区は、京都や福井方面の2650地区でクラ
ブ数97、会員数は4,631人となっています。

■職業奉仕委員長 加納洋二郎さん
先週の職場訪問には、多数ご

参加頂き、誠にありがとうござ
いました。雨の中にもかかわら
ず34名の参加でした。長崎県美
術館 館長 米田様の卓話の後に実施出来ま
した事、誠にタイムリーでありました。
梅村会長、田中丸幹事、そして鬼木会員

のおはからいとご好意に、森委員長共々お礼
申しあげます。

■ローターアクト委員会 F瀬　宏滋さん

4月26日 第68回ローターアクト
例会の報告を致します。

〔4月の活動報告〕
4月7日 ロータリー地区大会

に会長、幹事の2名が出席
4月8日 鹿島ローターアクト花見例会
4月15日 第2690地区岡山例会出席
4月21日 長崎国際大学にてホストクラブ

としてリーダーシップフォーラム
開催

以上の4つが4月に行われたアクトの活動
内容です。
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5月には青少年育成プログラムのライラが
19日、20日に武雄で行われます。その他に、
5月26日にハイスクール茶会が行われます。
今回の例会では、タキナミタカノリ君、タ
ウラレイミさん、タナカヒカリさん、3名の
新入部員が入部されました。
今回例会に出席された、福田さん、長富

委員長、土
、
井さん、ありがとうございました。

藺長崎国際大学RAC 5月第69回例会のご案内

日　時／平成24年5月10日貅 18:30点鐘
例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
登録料／1,500円
卓話者／長崎国際大学RAC 4年生

「ローターアクトクラブについて」
※ご出席されますと、メークアップにもな
りますので、ご活用ください。

親睦活動委員会　坂本　　敏さん

佐世保南ロータリークラブ　橋本　正喜さん

久しぶりの佐世保クラブでのメークアッ
プです。お世話になります。

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
坂本　　敏さん、円田　浩司さん
長島　　正さん、森　　信正さん
山縣　義道さん、加納洋二郎さん
飯田　満治さん、石井　正剛さん
富永　雅弘さん、円田　　昭さん
古賀　　巖さん、中村　徳裕さん

小饌さんの卓話に期待してニコニコします。

森　　信正さん、福田　金治さん
ロータリーの友5月号の20頁の「ロータリ

ーアットワーク女性会員がママに」というマ
タニティーフォトを我が社で撮影しました。
寄稿者は平戸RCのガバナーノミニー塩澤会
員です。

森　　俊秀さん
4月の結婚祝い有り難うございました。

『佐世保青年会議所の今』

社団法人 佐世保青年会議所
第59代理事長

小饌饌 和明さん

我々青年会議所は現在100名の会員で「修
練」・「奉仕」・「友情」の３信条の下、地域
社会の中で主体的に行動し、明るい豊かな
社会の実現を目指し活動しています。活動
の根底にある経済活動がまちづくりの一環
であり、企業の社会的責任を全うすること
により生まれる利益こそが、ＪＣ活動の第
一歩だと考えます。また、厳しい時代だか
らこそ、何事にも打ち勝つ強い精神力と熱
い情熱を持ち、確固たる信念とビジョンを
掲げ、不変と変革を見極めうる視野を養い、
地域社会のリーダーとなる人材育成に取り
組んでおります。
今年度の特色として、「生物多様性推進委

員会」を設けております。これは人類が誕
生し、この地球上で様々な生物と共存共栄
を図り人類の文明は発展してきましたが、
経済の発展を優先した結果、地球規模での
環境問題に直面し、限られた資源さえも使
い果たそうとしています。人間生活が環境
に悪影響を与え、種の絶滅が見受けられ、
今だからこそライフスタイルやビジネスス
タイルを見直し、利便性を損なうことがな
くとも日々の生活を少し心掛けるだけで、

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 20,000円

累　　計 811,000円

◇

卓　　話
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（今週の担当：松本　由昭）
（カメラ担当：有薗　良太）

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

松浦市教育委員会
文化財課長　中田　敦之さん

『国史跡「鷹島神崎
たかしまこうざき

遺跡」』

環境の改善や生物多様性を保全できること
があると考えます。
持続可能な地域社会を次世代に引き継ぐ

ために、今こそ我々がアクションを起こし、
地域益、企業益に繋げて参りたいと存じま
す。また、会員拡大にも注力しており、100
名の目標を掲げ実現のために取り組んでお
ります。我々佐世保青年会議所のピーク時
で200名在籍されていましたが、現在は約
100名となっております。我々の活動は決し
て人数と比例するものではありませんが、
多くの方と出会い、多くの事を学び、自分
自身の成長を地域や企業の真の利益に繋げ
たいと願っております。切磋琢磨して成長
した会員を地域に一人でも多く排出する事
も青年会議所の目的であると私は実感して
おります。佐世保ロータリークラブの先輩
のご子息や知人の方のご紹介をいただけれ
ば幸いです。宜しくお願いいたします。
公益法人制度改革に伴う法人格移行の問

題があり、当青年会議所は一般社団法人格
取得を目指します。2013年は創立60周年と
いうことで、本年はその準備の年でもあり、
様々な取り組みを行い次年度に繋げていき
ます。
最後になりますが、本日は佐世保ロータ

リークラブ例会の貴重な時間にこのような
機会を与えていただき誠にありがとうござ
いました。心より感謝申しあげます。そし
て、これからも当青年会議所に対して諸先
輩の皆様方よりご指導、ご鞭撻をいただけ
れば幸いです。本日は誠にありがとうござ
いました。

ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎とし
て奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に
次の各項を鼓吹、育成することにある；

第１　奉仕の機会として知り合いを広めるこ
と；

第２　事業および専門職務の道徳的水準を高
めること；あらゆる有用な業務は尊重
されるべきであるという認識を深める
こと；そしてロータリアン各自が業務
を通じて社会に奉仕するために、その
業務を品位あらしめること；

第３　ロータリアンすべてが、その個人生活、
事業生活および社会生活に常に奉仕の
理想を適用すること；

第４　奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職
務に携わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進する
こと。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるか　どうか

ロータリーの綱領


