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◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　長崎国際大学RAC
　　前幹事　北村　俊子さん
　　新会長　田中ひかりさん
　　新幹事　楢林　佳織さん
　　新会計　垣口　里穂さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．国際ロータリー財団管理委員会
	 委員長　Michael	Tanさん
　	大口寄付者認証式　池田		豊さん
　ヘクリスタル楯、ダイヤモンド入りピン贈呈

２．ロータリー囲碁同好会
	 名誉会長　田中　　毅さん（2680地区PDG）
	 会長　石井　良昌さん（2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之さん（2750地区PDG）

「第14回ロータリー国際囲碁大会」のご案内
　日時／2013年4月12日㈮　14:00開会式　
																						4月13日㈯　18:00表彰式
　　　　　　　　　　　　		終了後に晩餐会
　　会場／韓国（大邱市中区西門路2街66）
　　　　　徳榮歯科病院ビル内大ホール
　　主催／ロータリー囲碁同好会
　　登録料／	14,000円（歓迎夕食会、晩餐会、

競技中の飲食、賞品、同伴者への
小旅行代等含む）

　　締め切り／3月4日㈪
　　HP　http://www.gpfr.jp

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。本日の例会は佐
世保RC創立記念例会です。
	 1951年（昭和26年）2月21日、
福岡RC・長崎RCをスポンサーク
ラブとして、24名のチャーターメ
ンバーで佐世保RCは発足しました。本年で創立
62周年という歴史を重ねることが出来ました。
明日が創立記念日でありますが、本日の例会で
皆様とお祝いしたいと思います。
　チャーターナイトに、チャーターメンバーの
御尊父と共に御家族で出席された安福パスト会長
（当時12歳）に本日の卓話をお願いしています。
佐世保RCの歴史などのお話が聞けると楽しみに
しています。どうぞ宜しくお願いします。
　報告事項を1件致します。2月17日㈰に長崎国
際大学RACの新旧役員交代式に出席してきまし
た。広田地区公民館で14:00より行われ、緊張感
漂う中にも、笑いあり涙ありのセレモニーであ
りました。先週の例会でも劉本淳会長のお礼の
挨拶がありましたが、RACの活動を通じて彼ら
の成長は目を見張るものがありました。
　高橋理一委員長をはじめローターアクト委員
会の皆様に感謝申しあげます。有り難うござい
ました。
　本日、アルコールは準備いたしておりません
が、デザートにイチゴ大福を用意しています。ゆ
っくりとご歓談いただきます様にお願い致しまし
て挨拶といたします。有り難うございました。
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のようなご寄付は、多くの人々の人生を大きく変
える財団の人道的・教育的プログラムに対する池
田　豊さんの熱意とご支援の証であります。大口
寄付者となられた池田　豊さんに、ささやかな感
謝の品をお渡ししたいと思います。
　クリスタルとダイヤモンドのピンを贈呈させて
いただきます。クリスタルには、お名前、そして
平和の象徴であるハトとオリーブの枝が彫りこま
れています。池田　
豊さん、惜しみない
ご支援を寄せてくだ
さったことに、重ね
て心から感謝申しあ
げます。ありがとう
ございました。

■ローターアクト委員会　委員長　高橋　理一さん
長崎国際大学RAC役員交代式
　長崎国際大学RAC役員交代式が、2月17日㈰	
14時から広田地区公民館において開催されまし
た。佐世保RCから、長島	正会長、安福鴻之助パ
スト会長、石井正剛会長エレクト、地区ローター
アクト委員長の増本一也さん、西村正一郎さん、
長富正博さん、髙瀬宏滋さんと私の8名、ロータ
ーアクト地区代表	前田	貢さん、地区代表エレク
ト	川添大樹さん、北エリアリーダー	福岡花菜さ
ん、OGの宮田絵里さんと多数の参加を得て、盛
大かつ厳粛な役員交代式でした。
　今回卒業に伴い退会するローターアクターは、
劉	本淳さん、北村俊子さん、古田めぐみさん、
水落明由香さん、郭日さん、湯子蕾さんの6名
で、退会するメンバーの感想は、「成長を実感し
ている。」「アクト活動を通じて充実した学生生
活をおくれた。」「もう少し頑張れば良かった。」
等でした。長島会長も、「RCは、青少年の育成も
一つの目標にしており、皆さんのローターアクト
での活動が充実しており、それにより成長を実感
されているならば、RCの目標がある程度達成さ
れたようで嬉しい。」と挨拶しておられました。
また、役員交代式後の卒業式では、OB・OGから
後輩へのビデオレターによるメッセージが紹介さ
れましたが、ビデオの中のOB・OGの輝きや、現
在のローターアクターとの連携の強さに、ロータ
ーアクトの活動の成果を感じさせられました。

長崎国際大学RAC　前幹事　北村　俊子さん
　佐世保RCの皆様こんにちは。長崎国際大学
RACの幹事をしておりました北村です。本日
は、ご報告とご挨拶に伺いました。

３．第2740地区2012-13年度ガバナー
	 福元　裕二さん
　　地区米山記念奨学委員会
	 委員長　曽我　文雄さん
　米山奨学生世話クラブ・カウンセラー依頼状
　　2月25日までにお申し出ください。
　　奨学生大学別内訳
　　　	佐賀大学4名、長崎大学3名、長崎県立大

学1名、長崎国際大学1名、長崎外国語大
学1名、長崎ウエスレヤン大学1名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11名

４．福岡RC	 会長　朔　元則さん
　創立80周年記念例会ご案内
　　日時／2013年4月17日㈬　17時
　　会場／西鉄グランドホテル2F「鳳凰の間」

５．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
	 実行委員長　西川　正美さん
	 競技委員長　田島　勝明さん
	 ホストクラブ　佐世保北RC
　第41回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会ご案内
　　日時／2013年4月21日㈰
　　　　　08:45	OUT・IN同時スタート
　　場所／佐世保カントリー倶楽部
　　　　　石盛岳ゴルフコース
　　参加費／会員	10,000円、ご夫人	5,000円
　　　　　　懇親会のみ参加	6,000円
　《懇親会関係》
　　日時／2013年4月21日㈰　18:30開始
　　場所／アルバ西沢8階「カトレアホール」
　　※	雨天中止の場合でも懇親会は実施する
　　　（賞品は抽選とする）
　　申し込み締め切りは	3月末日

６．大村RC
　週報	No.24〜28	が届いております。

■会長　長島　　正さん
　　国際ロータリー財団管理委員会
　　委員長 Michael Tanさんの代理

大口寄付の認証式（池田　豊さん）
　本日は、国際理解と平和という目的のために
多大な支援を寄せてくださった池田		豊さんに、
ロータリー財団管理委員会に代わって感謝の意
をお伝えすることができ、誠に喜ばしく感じて
おります。
　池田	 	豊さんは、ロータリー財団プログラムの
ために、多額の寄付をお寄せくださいました。こ

委員会報告
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　会員間の絆が、平和への努力、貧困や飢餓とい
った根本的な原因に取り組む、数多くの教育的、
人道的なプロジェクトへと発展していった変遷に
ついて記載され、2つもの世界大戦下でのロータ
リアンの平和推進運動や活躍、その実績が、現在
国際的にみてもロータリークラブの確固たる位置
づけと役割を持っている団体であることを証明し
ているのではないでしょうか。
　残念ながら日本のロータリーは、第2次世界大
戦下では国際ロータリーから脱退しましたが、復
帰加盟後の拡大発展は目覚ましく国際的にも日本
のロータリー地位は高いものになっています。そ
して戦後のロータリーは、国際的協調を広めるこ
とで、平和活動を推進する多数のプロジェクトが
立ち上がり成果をあげてきました。
　また、日本のロータリアンが平和について考え
た記事がありました。戦中、戦後の激動の時代に
生きたロータリアンの方々の平和に対する強い思
いや意見が多数寄せられています。戦後生まれ育
った私は、戦時中の生活や戦時下での社会状況を
経験していませんので、平和に対して多くを語る
には至っていません。特集記事の最後にあった
「平凡な日常」が今の私にとっての意見に近いも
のと感じました。
　最後にP38にあった囲み記事の中から本日2月
20日は世界社会正義の日だそうです。ロータリ
ー財団の重点項目一つ一つが世界平和につなが
り、最大の取り組みであるポリオ撲滅活動も成果
を上げています。世界理解月間の今月、平和につ
いて皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。

	 出席委員会　前田　勇人さん
◯永年会員表彰
　副島　正義さん（42年）
　池田　　豊さん（32年）

◯出席100%表彰
　橘髙　克和さん（26回）
　井手　孝邦さん（24回）
　梅村　良輔さん（22回）
　長島　　正さん（20回）
　円田　　昭さん（20回）
　田中丸善弥さん（20回）
　石井　正剛さん（20回）
　木村　公康さん（15回）
　古賀　　巖さん（15回）
　円田　浩司さん（9回）

　まず初めに、2月9・10日に熊本で開催された全
国ローターアクト研修会に、前会長の劉本淳と私
が参加させて頂きました。全国のローターアクター
の方と名刺交換をしたり交流することができまし
た。また、ローターアクト検定を受け、改めてロー
ターアクトについてしっかりと理解をしないといけ
ないと感じました。とても刺激を受けた2日間を過
ごすことができました。ありがとうございました。
　続いて、先日の17日㈰に広田地区公民館に
て、私達の新旧役員交代式及び卒業式を行いまし
た。ご参加いただいた皆様、ありがとうございま
した。幹事をして1年間、つらいこともありまし
たが、大学生活の中でローターアクトに在籍した
2年間は、私にとって大きな財産となっておりま
す。沢山の事を学ばせて頂きました。これから
も、長崎国際大学
RACをよろしくお
願い致します。佐
世保RCの皆様、
本当にありがとう
ございました。

	 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　先日2月16日㈯、第2回朗遊会を開催させてい
ただきました。天気は良かったのですが、寒くて
スコアがあまり良くなかった中、ネット68で佐
藤　淳さんが優勝されました。また、先程、円田
幹事よりご報告がありましたとおり、8RCの親
睦ゴルフ大会もよろしくお願いします。スタート
時間は10時前後になります。

	 クラブ会報委員会　圡井　弘志さん
　今月は「世界理解月間」です。
世界平和に不可欠な理解と親善に
向けたプログラムと活動を求める
月間でもあります。その2月号の
特集記事から抜粋して紹介したい
と思います。
　P13からの「平和を求める声」親善の遺産の記
事を読みました。その108年もの歴史の中でロー
タリーは、会員同士の協力に力点を置きながら、
社会的、文化的な壁を乗り越えてきたことが語ら
れています。

慶　　　祝

朗遊会より

ロータリー 3分間情報

新旧役員交代式（2月17日）
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　幸良　秋夫さん（6回）
　大久保利博さん（1回）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
安福鴻之助さん
　つたない昔話にてお耳を汚しますので、ニコニ
コします。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
増本　一也さん、芹野　隆英さん
松尾　文隆さん、坂元　　崇さん
石井　正剛さん、加納洋二郎さん
　安福鴻之助パスト会長、創立記念日例会の卓話
を快くお引き受けいただきありがとうございまし
た。よろしくお願い致します。

佐藤　　淳さん
　2月16日に開催された朗遊会で、メンバーと天
気と自主申告したハンディに恵まれて優勝させて
いただきました。これからも頑張ります。ありが
とうございました。

米倉洋一郎さん（2位）
大久保利博さん（3位）
　朗遊会にて入賞しましたので。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
副島　正義さん、池田　　豊さん
井手　孝邦さん、梅村　良輔さん
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、幸良　秋夫さん
平尾　幸一さん
　永年会員表彰ならびに出席100％表彰ありがと
うございました。

『創立記念例会』

　パスト会長　安福鴻之助さん

〔ロータリーの始まり〕
　世界一の大河でさえ、その源

みなもと

泉
は小さな湧き水やわずかな雪解け
水に始まる。そのわずかな水の流れが小川とな
り、その小川が合流して一つの川となり、力強く
流れる大河となるのだ。
　今から108年前、ポール・ハリスという37歳の
青年弁護士が仕事上の3人の友人を呼び集めて会
合を開き、ロータリーと呼ばれる小さな川が流れ
始めた。
　ときは1905年2月23日㈭、ところはシカゴ・ダ
ウンタウンのディアボーンストリートにあるユニ
ティビル711号室。
　…見たことがあるように話しているが、その事
は後で…

メンバーは、
ポール・ハリス（弁護士）
シルベスター・シール（石炭商）
　　　　　　　　　…3回目会合で初代会長に
ガスターバス・ローア（鉱山技師）
　　　　　　　　　…この部屋の主、病気退会
ハイラム・ショーレ（洋服仕立商）…1906年退会

〔ロータリーが生まれた頃〕
　当時のシカゴは1893年世界博覧会を開催する
など、アメリカ第2の進歩的都市であると同時
に、スリ、売春、暴力団、汚職の横行する荒廃、
腐敗した街だった。
（ちなみに）アル・カポネが暗躍し、エリオット・
ネスのアンタッチャブルが活躍した禁酒法時代は
1920〜1933年ともっと後。自動車がようやく実
用化の段階に入ったばかりで、まだ馬車の方が幅
をきかしていた時代である。（映画ワンス・アポ
ンナ・タイムの風景を想像してみてください。）
（もうひとつちなみに）当時の佐世保は、
1890年（明治23年）鎮守府開庁
1902年（明治35年）市制施行　人口45,000人
1904年（明治37年）日露戦争
　※	アメリカ・ルーズベルト大統領が日露の講和調停に。

　ポールはお互いがかつて育った田舎町のような
相互関係と打ち解けた親睦をという単純な構想
で、お互いの事業、職業上の結びつきを通じて、
友好的交友関係を築けるクラブを発足させようと
始めたものだった。

ニコニコボックス	 本日合計	　25,000 円

	 累　　計	 603,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
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〔ロータリークラブのネーミング〕
　3月23日、15人出席の第3回目の会合で、ロー
テーション・クラブ→ロータリークラブ。
　10月に最初の名簿が出来、1年後に80人の会員
となった。
　こういう風に、ロータリーは会の仲間の親睦と
互恵取引が主な活動（特に最初の頃は仲間同士の
取引を記録する係もいた）だったが、その事に対
する世間の批判が強まり、奉仕活動をもと方針転
換されて行った。
　尤も1907年頃には、既に公衆トイレが欲しい
という世間の要望に応え、ポール・ハリスが、市
役所ビルの外に男女用公衆トイレを建設しよう
と提案したところ、男性用は6,000軒の居酒屋か
ら、女性用は百貨店から、「お客が逃げる、営業
妨害だ、余計なことはするな！」と猛反対。しか
し、有力ロータリアンの後押しもあって、1909
年	シカゴ郡政委員会から2万ドルの補助金を得
て建設。これが社会奉仕の第一歩と言われる。
　1911年	第2回国際大会	オレゴン州ポートランド	
米・英	20 RC		3,750人
　この大会で、
　　Service	above	self.（超我の奉仕）
　　He	profits	most	who	serves	best.
　　（最も良く奉仕する者	最も良く報われる）
　というロータリー標語が採用された。

〔ここで100周年記念シカゴ国際大会の写真を配
布し、シカゴ・ロータリー・クラブのこだわり
（自負）を話す〕
　シカゴ＝ミシガン湖畔の美しい街。
　	名誉	シカゴ・ロータリー・クラブ通りの道路標識。
　	ユニティビル跡地前の道路に敷かれた（100周
年記念）銘板の左上のロータリーマーク中心の
車軸の穴の部分に１の数字が！
　	シカゴ・ロータリー・クラブのこだわり、自負が
見られる。
　（	松尾さん、玉野さんが75周年大会に参加され
た時には、まだビルが存在していた。）

　1943年「四つのテスト」（ハーバート・J・テイ
ラー）をRIが採用。職業奉仕の指針とし、1949年
（昭和24年）、世界の全RCに銘板が配布された。

〔佐世保ロータリークラブ〕
　1951年（昭和26年）2月21日、24人のメンバーで
スタート。

◎	チャーターナイト（チャーターナンバー7,745）
　認承状伝達式	1951年（昭和26年）11月8日。

　当時はまだ全国が1地区（第60地区）で、東京か
らガバナーを迎えて、佐世保市公会堂に159人出
席。2階まで吹き抜けのホールがあったが、木製
ベンチが硬かった。チャーターメンバーは全員鬼
籍に入られたが、しかし、チャーターナイトに
出席した人間が我がRCに一人いる。父に連れら
れ、家族と出席した私で、それが自慢！？
※チャーターナンバー制度は、1951年6月末を以て廃止。

◎エキスカーション
　翌11月9日バスで弓張岳→SSK→米海軍艦艇
見学のコース
　市内にはまだ木炭バスも。この時はガソリン車
だったが、砲台道を喘ぎながら登った。戦時中は
軍港が一望出来るからと登山禁止。港内には朝鮮
戦争まっただ中で米海軍の艦艇が沢山停泊してお
り、港内停泊中の空母にはヒコーキが離着艦して
いるらしいのが大久保小教室の窓からも見えた。

〔九州分割・お別れ記念大会〕
　私はもうひとつ、佐世保RCにとって歴史的イ
ベントに参加したことがある。
　九州全体で第370地区だったものが、1968年7
月から南・北で370、373地区に分割。10月にお
別れ記念大会として、2地区合同で開催された。
　佐世保RCが主管したこの大会は、式典	佐世保
市民会館、懇親会	名切グラウンドにジャイアン
トテントを張りめぐらし、エキスカーション	自衛
艦2隻で港外まで体験航海。大会会長	坂田重保
氏、幹事	松尾弘司氏（健在）、SAA	千住博資氏、
クラブ会長	吉富勝次氏。フィナーレを飾る大し
かけ花火が名切グラウンドをバ・バ・バーンと一
周するさまは圧巻だった。
　どうして私が？
　私は29歳、佐世保8ミリクラブ会員。大会記録
を依頼されたのだ。他に米倉洋一郎さん19歳、
懇親会の刺身造り、福田金治さん22歳、お茶用
の水を汲みに国見岳に。苦労して制作したフィル
ム行方不明が残念！

〔私が入会した頃〕
　1978年（昭和53年）7月1日
　同期入会	立石徳雄さん。岡　英樹さんと私の2
人はJC現役。この頃は、全国は22地区。第270地
区北九州3県（福岡、佐賀、長崎）80RC。福岡で
の地区大会にも出席。
　入会時佐世保RCの会員数	85人
　1993年最大113人
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　髙瀬　宏滋）

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

＊2月〜3月  例会予定＊

　3月6日	 一般社団法人	佐世保青年会議所
	 　　　　　理事長　池田　真秀	様

　3月13日	 公益財団法人	佐世保地域文化事業団
　　　　　　　　　　	（アルカスSASEBO）
	 　　　　　理事長　深堀　寛司	様

　3月27日	 新会員卓話	 小幡　　修さん
　　　　　　　　　　　　	（親和銀行頭取）

　個別のクラブ名には必ずクラブをつけよう。
　一般的には、ロータリーの大会がある、ロータ
リーの用事、ロータリークラブの用事、これはど
ちらもある。
　だが、国際ロータリークラブとは言わない
　　→国際ロータリーが正しい。
　佐世保ロータリーとは言わない
　　→佐世保ロータリークラブが正しい。
　ロータリーとロータリークラブ。まあどうでも
良いようなものだけど、佐世保で一番古いクラブ
だから、そこのところはきちんと使い分けをしま
しょう！佐世保ロータリークラブの歴史が続き、
伝統が輝き続けることを祈って！

　エレベーターホールで食事をする人も。
　新人は3委員会所属が当たり前。因みに私は
1980〜81年クラブ会報（副）、親睦活動、ローター
アクト委員会で忙しかった。

〔ロータリーの奉仕とは〕ロータリーの綱領につ
いて
　ところで、私は入会前、ロータリーは奉仕団体
のひとつ？と思っていたが、［ロータリーは社交
団体（クラブ）です。奉仕する人々の集まりではあ
るが、奉仕団体ではない］と教わった。つまり、
「I	serve！であって	We	serve！ではない」結果的
に社会奉仕もしている団体と解釈する方が良いよ
うだ。そのことは綱領を読めば何となく分かる。

［1951年に現在の綱領］−難解な語句の解釈−
前文　奉仕の理想＝奉仕の精神
　　　鼓吹＝	意志・思想を盛んに主張して他の共

鳴を得ようとすること。
第2条　あらゆる有用な業務＝職業に貴賎なし
　　　　業務を品位あらしめる＝倫理感を以て
［意訳］
　しっかりした倫理感を持って個々の事業、仕事
をし、各自が夫々の仕事を通じて、その地域に於
いて尊敬される人々のグループたることを目指
す。そして、その奉仕の精神を以て世界の親善と
平和に貢献しよう。
　が、しかし、団体として何もしないという訳で
はなく、世界で良いことをしようと［1917年	ロ
ータリー財団］発足。ロータリー財団は、教育と
人道的奉仕を通して世界中に平和のメッセージを
広める運動。世界最大の奨学金制度もこの財団の
仕事。慈善・社会奉仕部門では、ポリオ撲滅運動
などを展開している。

〔ロータリーとロータリークラブ〕
　ロータリーとロータリークラブの言葉の正しい
使い分けをしよう。
佐世保ロータリークラブの正式名称は
　THE	ROTARY	CLUB	OF	SASEBO
国際ロータリー
　THE	ROTARY	INTERNATIONAL

　レオナルド・ダ・ヴィンチ、国定忠次、清水
次郎長の例を話す。

ロータリー発祥の地にて
（2005年）

シカゴ・ダウンタウンのディ
アボーン街
名誉シカゴロータリークラブ
通り ユニティビル跡地

（ ）

（ロータリーの友 2月号 左組み36p参照）

足元に100周年記念の
銘板がある


