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 幹事　円田　浩司さん
１．ロータリーの友事務所
　『�ロータリーの友』英語版“THE　ROTARY－
NO－TOMO”2012-2013年度版��発行お知らせ

　　年1回  11月発行　1冊 525円（税送料込み）
　　締め切り  10月15日

２．地区ロータリー財団委員長	石坂　和彦さん
　ロータリー財団委員会�委員長会議のご案内
　日時／2012年9月16日㈰
　　　　13:30～委員長会議　15:30閉会予定
　会場／西九州大学  神園キャンパス
　出席者／地区ロータリー財団委員会委員

３．第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　ガバナー・エレクト	 塩澤　恒雄さん
　　ロータリー財団委員会委員長	 石坂　和彦さん
　　次年度ロータリー財団委員会委員長	 山田　　晃さん

	 会長　長島　正さん

　皆さん今日は。9月8日の白
はくろ

露は
既に過ぎましたが、白露は「二十四
節気の一つで、大気が冷えてき
て、露が出来始め、野にはすすき
の穂が顔を出し、秋の趣がひとし
お感じられ、朝夕の心地よい涼風
に幾分の肌寒さを感じさせる冷風が混じり始める
頃。」と言われています。
　万葉集で白

しらつゆ

露を詠まれた歌は沢山ありますが、
一つ紹介しますと、

　夕月夜  心もしのに  白露の　
　　　置くこの庭に  こほろぎ鳴くも
　朝夕の虫の音に秋の深まりを感じさせられる季
節となってきました。
　さて、先日、クリスマス家族会の出し物の打ち
合わせを行いました。この後、担当の方から詳し
く報告と説明があると思います。
　男声コーラスの復活であります。3カ月に及ぶ
長丁場の練習になりますが、声に自信のある方
も無い方も、ふるって参加して頂きたいと思いま
す。今回で3回目の男声コーラスの募集となりま
すが、練習の後のビール・焼酎を呑みながらの楽
しい居酒屋（三平）での反省会が恒例であります。
大きな声を出した後のビールの味は格別です。
　練習は毎週曜日を決めて18:30～20:00、来週か
ら九文幼稚園で行います。より多くの皆様に参加
して頂き、手作りのクリスマス家族会にしたいと
思っています。1年に一度の家族会であります。
　会員の皆様が作り出す楽しいクリスマス家族会
になります様に、皆様方のご支援とご協力をお願
いして挨拶といたします。
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先生の講演でありました。「会員増強をもたら
す職業奉仕」という演題で2時間にわたって講演
されました。田中先生は、ご自身が主宰されて
いる「源流の会」において、ロータリーの奉仕
理念の原点を探って、その提唱者であるアーサ
ー・フレデリック・シェルドンの文献収集と解析を
されているということで、シェルドンのロータ
リーにおける活動や考え方を紹介しながら、彼
が奉仕理念を表す言葉として使った「He profits 
most who serves best」がロータリーの奉仕哲学
として残っている限り、ロータリーの職業奉仕
とは、自らの事業を通じて、継続的な利益をも
たらす顧客を確保することであるということを
強調されました。
　そして、職業奉仕の実践活動としては、①ま
ず、自分の事業の繁栄を考えること。そのため
には、自分の事業のすばらしさをクラブの会員
に周知すること。②対外的には、継続的に利益
をもたらす常連客を確保すること。③これによ
り、その事業の倫理基準の高さが証明されるこ
と。④次に、自分が属する業界全体の繁栄を考
えること。⑤究極的には、地域社会全体の繁栄
を考えなければならないことであると強調され
ていました。
　講演終了後、福元ガバナーから、所感とし
て、クラブでは、自分の事業の話をするのはど
うも、という雰囲気もあるが、シェルドンによ
れば、利益を生まない奉仕はあり得ないという
ことであり、会員がクラブの中で自分の事業や
ノウハウを知らせることは職業奉仕そのもので
はないか。今後は、職場見学等にとどまらず、
職業奉仕の考え方について議論し、あるいは自
分たちの事業の情報交換があれば、新入会員が
入ってくるのではないか、というお話がありま
した。
　非常に感銘を受けて帰ってまいりました。今
後の活動に生かしてまいりたいと思います。

■プログラム委員会	 委員長　松本　由昭さん
　早川選手にお聞きしたいこと
を、箇条書きで結構ですので、次
回例会までに提出をお願いしま
す。10月17日卓話予定です。
　時間の関係で全員の方の質問を
お聞きすることはできないと思い
ます。選に漏れた場合はご容赦願います。

　 2012-13年度ロータリー財団セミナー・第1回
補助金セミナーのご案内

　　日時／2012年10月21日㈰
　　　　　12:30～ 受付開始　13:00～ セミナー
　　　　　17:00 閉会予定
　　会場／西九州大学　神園キャンパス
　　 出席者／クラブ会長、会長エレクト、国際

奉仕・ロータリー財団担当者、地区ポリオ
プラス委員会

４．第2740地区ガバナー	 福元　裕二さん
　　社会奉仕委員長	 坂井　智照さん
　社会奉仕セミナープログラムについて
　日時／2012年9月16日㈰
　　　　13:00 受付　13:30 点鐘　16:50 閉会点鐘
　会場／西九州大学　神園キャンパス
　出席者／クラブ社会奉仕理事・委員長
　依頼事項／ クラブ別に社会奉仕事業について

発表をお願いいたします。

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
　　9月5日、7日、10日、11日です。

６．佐世保東RC
　 「2012-13年度クラブ現況と活動計画書　前年

度活動実績報告書」が届いております。

７．長崎国際大学RAC
　 ご当地自慢グルメフェアin森園公園（大村市）

事業計画書（9月9日）が届いております。

■職業奉仕委員会	 委員長　幸良　秋夫さん
国際ロータリー第2740地区�2012-13年度
「職業奉仕部門研修セミナー」参加報告
　9月8日㈯、佐賀市で開催されま
した「職業奉仕セミナー」に、富
永雅弘会員増強委員長、佐藤丈治
会員、見藤史朗会員、そして私の
4名が参加しました。
　今回のセミナーについては、ロータリーとは
どういうものか、職業奉仕とは何かを改めて考
える機会にしたいという趣旨で、入会3年未満の
会員にも広く参加を呼びかけたということで、
総勢約150名のメンバーが参加されていました。
　セミナーのメインは、RI2680地区パスト・ガ
バナーで尼崎西RCに所属されています田中 毅

委員会報告
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■長崎国際大学RAC	 副会長　舩津　諒子さん
　こんにちは、長崎国際大学RAC 副会長 薬学
部 4 年 舩津諒子です。私から次回例会のご案内
をさせて頂きます。本日お配りしております例
会案内状にもありますように、9月27日㈭に夏休
み明け最初の例会が行われます。卓話は佐世保
RC会長 長島 正様に
お願い致しておりま
す。多数の皆様のご
出席をお待ち致して
おります。よろしく
お願い致します。

■佐世保コーラス隊	 木村　公康さん
　12月15日に開催されます、佐
世保RC忘年家族会におきまし
て、佐世保RCコーラス隊を募集
します。歌が上手い、下手は関係
なく、練習に参加できる方を優先
して人選致しますので、多くの
方々の参加をお願いします。
　練習会場は九文幼稚園で、来週の金曜日18:30
より行いますので、よろしくお願いします。

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　年会費の振込依頼書と第2回朗遊会（10月20
日）のご案内をメールボックスに入れておりま
す。是非ご参加お願いします。

 プログラム委員会　委員長　松本　由昭さん
　銀行員という仕事柄、印章については非常に
身近であり興味があります。今回の当番にあた
り、ロータリーの友9月号に気になる記事があっ
たので紹介いたします。
　最後にとは言っても最近の銀行業務では、印
章の使用は我々の新入時代に比べ少なくなって
います。ちなみに当行では融資申請書等につい
ては、一切の印章を使用していません。

【印材の種類】
　印材とは、印章を彫るための素材で、いくつ
か種類があります。

◆動物性印材
◦ 象牙…アフリカゾウの上顎の門歯にあたる牙

で、印材の中でも他を圧倒する最高級品です。
◦牛角…陸牛の角を使用した印材。
◦ シープホーン…中国ヒマラヤ地方に生息する

羊の角を利用した印材。
◦ 黒水牛…東南アジア、南アフリカ産の水牛の

角を使用した印材。
◆木製印材
◦ 黒檀…高級木材である唐木の中でも最も良質

の木と言われ、近年は希少価値のある印材と
なりつつあります。

◦ 柘
つげ

…木製印材としては古くから使われてお
り、広く愛用されています。

◦ アカネ…クチナシ属アカネ科に属する木で
す。強度は他の印材に劣りますが、木目の細
やかさや手触り、色合いなどは他の印材とは
異なる独特な味わいがあります。
◆合成金属印材
◦ チタン…ギリシャ神話の「タイタン（巨人）」

から命名された新素材。
◆セラミック印材
◦ ジルミナ…人工宝石とも呼ばれ、強度はダイ

ヤモンドに次ぐ硬さを持ちます。
（ロータリーの友9月号より抜粋）

 親睦活動委員会　松尾　文隆さん
○今月の誕生祝い
　米倉洋一郎さん（6日）
　田中丸善保さん（19日）
　安福鴻之助さん（22日）
　西村正一郎さん（23日）

 親睦活動委員会　大久保利博さん
長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、松本　由昭さん
　本日の卓話者㈱Ｖ・ファーレン長崎 代表取締
役 宮田伴之様に期待してニコニコします。

ニコニコボックス

その他の報告

朗遊会より

ロータリー 3分間情報

慶　　　祝
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　圡井　弘志）

安福鴻之助さん、米倉　洋一郎さん
　誕生祝いありがとうございます。

『スポーツで豊かな長崎を創る』

　㈱Ｖ・ファーレン長崎
　　代表取締役　宮田　伴之様

　Ｖ・ファーレン長崎は、2005年に
当時長崎県リーグに所属していた

「有明ＳＣ」がＪリーグを目指すに当たって「Ｖ・
ファーレン長崎」とチーム名を改名したことから
その歴史が始まりました。チーム名である「Ｖ・フ
ァーレン長崎」は、３つの「Ｖ」から成り立ってお
り、その由来は、ポルトガル語で勝利を意味する
「VITORIA（ヴィトーリア）」とオランダ語で平和
を意味する「VREDA（ブレーダ）」、そしてオラン
ダ語で航海を意味する「VAREN（ファーレン）」の
３つを組み合わせた造語が由来となっています。
このチーム名には、「勝利と平和に向かって航海
していこう」という思いが込められています。
　Ｖ・ファーレン長崎は2008年にＪＦＬ昇格を達成
後、Ｊリーグに準加盟をしながらも、スタジア
ム等の問題から、昇格を断念してきた過去があ
ります。しかし、今年は違います。Ｊリーグ昇
格を本格的に目指すための条件が整いました。
　佐野 達監督体制３年目となった今年、コーチ
陣も選手もフロントスタッフも一つになってＪリ
ーグ昇格を目指しています。そんな今年のチー
ムスローガンは「一」。チームの一番（優勝）、チ
ーム、フロント、県民の皆様をはじめとするＶ・
ファーレン長崎に関わる全ての方が一つになって
Ｊリーグ昇格を果たす、という意味が込められ
ています。
　Ｖ・ファーレン長崎では、より地域に密着した
クラブとなるために、地域貢献活動に力を入れ
ています。「夢の教室（ユメセン）」や「幼稚園、保

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊9〜10月　例会予定＊

9月19日 ㈱十八銀行女子陸上部
 　監督　髙木　孝次 様
 　「チーム作り　人作り」
9月26日 観月例会
10月3日 YOSAKOIさせぼ祭り実行委員会
 　委員長　川尻　章稔 様
10月10日 佐世保市国際政策課
 　国際交流員　中国出身　 張

ちょう

　迪
てき

 様
10月17日 ロンドンオリンピック
 銅メダリスト（アーチェリー）
 　早川　漣

れん

 様

卓　　話

育園、小学校での運動教室」、「クラブマスコッ
トのヴィヴィくんによる訪問交流」、「芝生いっ
ぱい育成事業」のほか、Ｖ・ファーレン長崎のフ
ロントスタッフであり、元在籍選手でもある３
人によるサッカー巡回指導や講演活動も行って
います。また、地域の商店街とサクセスパート
ナー契約（“お互いの発展のために協力していき
ましょう”という契約）を新たに締結し、更なる
地域密着を図っています。
　街中でＶ・ファーレン長崎のラッピングカー
が走ると子どもたちから「あっ、Ｖ・ファーレン
だ！」との声が挙がるなど、徐々に「Ｖ・ファーレ
ン長崎」というチームが「長崎の街」に浸透してき
たことを感じます。ホームタウン活動を通して
撒いた種が蕾となり、少しずつですが花を咲か
せようとしています。
　例年に比べチームへの期待も大きい勝負の一
年。クラブ理念である「スポーツで豊かな長崎を
創る」ために、私たちは県民の皆様と共にＪリー
グ昇格を目指します。
　Ｖ・ファーレン長崎は、Ｊリーグ昇格が目標で
はありません。昇格後早いうちに日本チャンピ
オンになり、将来的にアジアチャンピオン、世界
チャンピオンになるようなクラブを目指します。
そして、長崎から世界にむけて平和やさまざま
な夢・希望を発信していきます。
　どうぞ皆さま、今まで以上のご支援、ご鞭撻
をよろしくお願いいたします。

ニコニコボックス 本日合計 　6,000 円

 累　　計 242,000 円

◇


