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　　4月10日㈬	18:30〜
　　ホテルオークラJRハウステンボスにて
　　（塩澤丸船出を祝う）
○	名誉会員で陸上自衛隊第3教育団長兼相浦

駐屯地司令の藤田	穣さんの後任で、陸上
自衛隊西部方面混成団長兼相浦駐屯地司
令と肩書も若干変わられた、曽田健史さ
んへ、名誉会員の推戴状を例会終了後に
持参致します。

　以上報告致しまして挨拶と致します。有
り難うございました。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　社会医療法人財団		白十字会
　　　　　　　　　理事長　富永　雅也	様
◯ゲスト
　佐世保中央病院　総務課　松尾　郁子	様
◯ビジター
　佐世保南RC　石塚伊知郎さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．第2740地区ガバナーエレクト
	 塩澤　恒雄さん
　2013-14年度	地区委員推薦のお礼
　　2013-14年度	ローターアクト委員会
　　委員　髙瀬	宏滋さん

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。先週の4月6
日㈯に第2740地区の地区大会
が佐賀市文化会館で開催され
ました。生憎の雨で、お天気
には恵まれませんでしたが、
地区大会は盛会のうちに終了しました。
　参加して頂いた会員の皆様、大変お疲れ
様でした。
　台湾の劉RI会長代理の日本語、英語、台
湾語を混じえた素晴らしいスピーチ。そし
て、東日本大震災で大きな被害を負った子
供達へ奨学金を直接渡すなど、大変感動を
覚える大会でありました。
　本会議の前日には地区指導者育成セミナ
ーが開催され、第2720地区の岡村康岳ガバ
ナーから指導者、会長の心構えについての
講演がありました。「身につけるべきは、忍
耐力・寛容の心・謙虚さ、である」と言わ
れたのが心に残っています。
　忍耐力・寛容の心・謙虚さ、どれをとっ
ても全く至らない私でありますが、この3つ
を肝に銘じながら、会長として全力を尽く
してまいりますので、今後とも皆様のご支
援とご協力を切にお願い致します。

　ここで、報告事項を2点申しあげます。
○	次年度地区協議会実行委員会の懇親会メ

ニュー試食会

平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,000　回例会　　　　　　　　　　　NO　25 4 10 3,068 37

《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 　　　　 ％

76

76

25

25

56 6 1

14

14

14

73.68

100.0050 12

2012～2013年度 テーマ Peace through Service　̶ 奉仕を通じて平和を ̶
2012～2013年度 R.I.会長 田中  作次 （埼玉・八潮RC）

会　長：長島　　正　　　幹　事：円田　浩司
事務所：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：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

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告



（2）

市長が見えられていました。
　記念講演は、「これからの日本」という演
題で、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏の講
演が約1時間15分ほどありました。
　演題については、「あまり早く決めてしま
うと話のタイミング（時流）が合わなくなる
ことがあるので、あえて意味が広いテーマ
としている。そしてスピーチはアドリブ
で、全く文章を見ないでやる」と言われ、
実際その通りでした。
　講演内容の要旨は、
①	明治維新後、日本は急速に近代化し、便利

で、安全で（安心で）、清潔な国を築いた。
　・日本人はもっと自信を持って良い。
　・	中国は、今環境汚染に直面している。

PM2.5等…。
　	　	日本が過去克服した環境問題で、中国

へ手助けしては?
　・	日本はODAで過去多額の援助を中国に

行ってきたが、それを知っている中国
人はほとんどいない。

　・	技術、ノウハウで中国を援助し、今か
ら人の交流を中心とした協力と援助が
重要（必要）。

　　⇒	この件は、すでに現政権でも中国に
提言している旨、ニュースにも出て
いました。

②アベノミクス
　・	異次元の金融緩和をやろうとしている。

実態は変わらずに株高になっている。
　　⇒	今既に、バブル状態！という認識で

した。
　・	今後の課題は、実体経済の改善と経済

の好循環を軌道に乗せること。
　　	当然ですが、第3の矢である、成長戦略

の実行が重要。
	　・	心配は、株や不動産（つまリギャンブ

ル）に走らないか…
　・	1980年代後半の再来を懸念して、用心

深く対処必要！！
　　⇒	本件に関しては、慎重で、やや批判

的な見方かと感じました。

　
　

２．佐世保北RC	 会長　西川　正美さん
　『シェルドン・コース』謹呈の件
　　（1〜IV	全4冊）
　	　第2680地区パスト・ガバナー	田中	毅氏

監修の下、佐世保北RC	小西宗十会員が翻
訳執筆刊行されました。

３．長崎国際大学RAC会長	田中ひかりさん
　	2012-13年度	地区大会報告が届いており

ます。

４．安部直樹会員ご夫人　安部恵美子さん
　結婚記念日のお祝		お礼状が届いております。

■親睦活動委員会	 松瀬　茂雄さん
地区大会報告
　皆様こんにちは。4月6日㈯に

「国際ロータリー第2740地区	
2012-2013年度	地区大会」に
参加いたしましたのでご報告
いたします。
　当日は、皆さんご存知のように、あいに
くの荒れ模様で終日雨天で、残念ながら
「さくら」の花もほとんど散って肌寒い日
でした。場所は、地区大会が佐賀市文化会
館にて、懇親会がホテルニューオータニ佐賀
で開催されました。
　先ず、地区大会ですが、約1,200人の参
加、当佐世保RCからは実参加24名で開催さ
れました。国際ロータリー会長代理は、
1991年（平成3年）台湾の台中中央RCの創設
時の会長で、3460地区最初の女性クラブの
創設時メンバーである「劉	昭恵」さんが出
席されました。劉RI会長代理の影響もあ
り、盛大で、国際色豊かな大会が成功裏に
無事終わったと思います。特に懇親会は、
場所を移動してホテルニューオータニ佐賀
にて開催されましたが、華やかな雰囲気で
テーブルを増設するほどの人の多さでした。
来賓としては、古川佐賀県知事、秀島佐賀

委員会報告
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　ロータリー財団地区奉仕賞の表彰が行わ
れ、当クラブからは大口寄付者の福田金治
さん、池田　豊さんが受けられました。

　少し長くなりましたが、誠に盛大で、立
派な地区大会でありました。今回は、私事
ですが、長島会長の車に同乗させていただ
き、ありがとうございました。皆さんと、
昼食で立ち寄った「本庄うなぎ屋」の「特
せいろ」の味と、車中でのいろいろなお話
が思い出に残った一日でもありました。
　以上で、報告に変えさせていただきます。

■職業奉仕委員会	 委員長　幸良　秋夫さん
職場訪問のご案内
　本年度の職場訪問は、5月29日㈬の例会終
了後に実施いたします。訪問
先は大新技研株式会社です。
同社の日本一の技術、ノウハ
ウを見学させていただきます。
　職場訪問終了後は、オプシ
ョンとして、希望者で近くの「梅ヶ枝酒
造」酒蔵見学も計画しておりますので、多
数のご参加をお待ちしております。
　詳細につきましては、後日ご案内させて
いただきます。

■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例会が、明日4月11日㈭	
ホテルオークラJRハウステンボスにて開催
されます。新役員	田中ひかり
会長の初の例会です。卓話者
は佐世保RC会員	見藤史朗さん
です。「社会人としてのマナー
について」と題して、卓話を
していただきます。
　メークアップにもなりますので、会員皆様
のご出席をよろしくお願いします。

③長期展望
　・	人口問題：日本は世界に例を見ない少

子高齢化が進んでいる。
　・	2060年には、日本の人口8,600万人。
　　	50年後、15歳〜64歳が人口の50%、
　　子供10%、65歳以上40%となる。
　・	現在騎馬戦型 ⇒ 肩車型になる。つまり

一人で一人を背負う社会となる。
　　社会保障制度が全く動かなくなる。
　・下記に提案をする。
　　提案１：子供を増やす。政策誘導必要
　　	「	子供3人目には、1,000万円支給する」
　　　⇒	10万人増で1兆円。

　　提案２：高齢者の定義を変える。
　　	日本人の肉体年齢は10歳若くなっている。
　　定年60歳を見直す。
　　75歳まで現役
　　　	 0〜15歳：年少世代
　　　15〜64歳：現役世代
　　　65〜75歳：成熟世代=支える側に回る
　　　75歳以上：後期高齢者
　　	発想を変えないと人口問題は解決しない。

　キーワードは、健康で長寿が重要！
　一例が、長野県の地域医療		〜お互いで健
康を考える。
　いずれ75歳以上を、74歳までが支える時
代がやって来る。（心に張りを持って、精神
的にも強く生きられる）

　感想としては、何れ、消費税20〜25%の時
代が到来し、その次には年金受給年齢が70
歳、更には75歳の時代が来ることは避けら
れない事実です。社会の構造が大きく変わ
る。その時、ビジネスチャンスが何かある
のか、注意深く見ておく必要があると感じ
ました。

　その後、大会では、ガバナーエレクトに、
平戸RCの塩澤恒雄さん（74歳）の紹介と挨拶
がありました。（ガバナーノミニーは、諫早
北RCの宮崎清彰さん（67歳）です。）
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㈬に開催致します。担当委員長、副委員長
の皆様、ご出席の程どうぞよろしくお願い
申しあげます。

	 親睦活動委員会　大久保利博さん
◯今月の誕生祝い
　円田　　昭さん（5日）
　目黒　誠之さん（25日）
　玉野　哲雄さん（26日）
　遠田　公夫さん（26日）
　山縣　義道さん（28日）

	 親睦活動委員会　前田　勇人さん

佐世保南RC　石塚伊知郎さん
　今回、初訪問です。今後共、よろしくお
願いいたします。

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、井上　斉爾さん
福田　金治さん、増本　一也さん
飯田　満治さん、西村正一郎さん
安部　直樹さん、森　　信正さん
梅村　良輔さん、田中丸善保さん
加納洋二郎さん、山下　尚登さん
遠田　公夫さん、髙田　俊夫さん
芹野　隆英さん
　社会医療法人財団　白十字会　理事長　
富永雅也様の卓話、楽しみにしています。

ニコニコボックス

■2013-14年度地区協議会
	 実行委員長　福田　金治さん
　本日、セルフボックスに地
区協議会当日の出欠について
の文書をいれております。当
日、出席可能な方は、できる
だけ多くのご出席をお願いし
ます。
　なお、協議会終了後、懇親会があります
ので、送迎バスをご利用ください。
　5月8日㈬の例会卓話の時間を使って、地
区協議会の最終説明会を行います。
　以上、よろしくお願いします。

■次期幹事	 増本　一也さん
次年度組織図表・活動計画表
の配布並びに事業計画書の提
出について
　本日、皆様のセルフボック
スの中に、次年度の佐世保RC
組織図表と活動計画表を配布させて頂きま
した。次年度、この体制で１年間運営させ
ていただきますので、皆様のご指導ご協力
をどうぞよろしくお願い申しあげます。
　組織図につきましては、次年度も、今年
度同様、推奨されておりますCLPを採用し
ましたが、クラブにおける組織の変革期で
あり、委員会名や委員会の配属等について
は、今年度とは、違った組織になっており
ます。
　活動計画表につきましては、現時点で把
握できるスケジュールを記載しております。
　次に事業計画書の提出についてですが、
各委員長の皆様には事業計画書の内容を精
査して頂き、提出期限を順守して頂きます
様お願い申しあげます。
　小委員長から大委員長へが4月30日㈫、大
委員長から幹事への提出期限を5月8日㈬と
させて頂く予定です。
　大委員会は、5月12日㈰の地区協議会が終
わって、RIや地区の方針がある程度分かっ
た上で開催した方が良いと判断し、5月15日

慶　　　祝
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藤井　　隆さん
　遅ればせながら、結婚記念日のお祝いお
礼と、朗遊会優勝報告です。白マークから
まわり、3連続バーディーと奇跡が起こりま
した。8RCゴルフ大会では、茶マークから
まわれと指示されましたが、果たして慣れ
ない景色にうまくいくかどうか。

玉野　哲雄さん、遠田　公夫さん
山縣　義道さん
　誕生祝いありがとうございます。

『私の学んだロータリー』

　社会医療法人財団  白十字会
　　理事長　富永　雅也	様
　　　　　 （福岡西RC 会長）

　皆さんこんにちは。またお邪魔させても
らっています。
　卓話に時間を頂戴いたしまして、『私の学
んだロータリー』という事で少しお話させ
ていただきます。
　ご紹介頂きましたように福岡西RCで会長
をやっております。私が所属する福岡西RC
は会員が140名前後と西日本では最大のクラ
ブです。ロータリーの会長を仰せつかった
一年の最後の難題に『IMをいかに成功させ
るか』がありました。
　IMとは本来、各ロータリーがグループご
とに情報を交換し、親睦を深める目的のた
めに集うものだと理解しておりましたの
で、昨年の8月、初めての実行委員会を開催
した時に出た意見、『今までのIMは面白くな

い』に対し、改めてその意義を考えました。
　単なる講義形式やパネル形式ではなく、
多くのクラブが参加できる情報交換の場が
作れないか、が素案でした。私どもの福岡
西RCは会員維持についてよく質問されま
す。その質問にお答えするように、我々の
取り組みを紹介する時間を持とうと考えま
した。それならば、10クラブのうち半分の５
つのクラブにクラブ独自の取り組みを紹介す
る『わがクラブ自慢』を各々20分で紹介し合
おうということになりました。折角皆が時間
を共有するなら、本来のIMの目的にも沿う
この取り組みが、2740地区にもご参考にな
ればと思いご紹介させて頂きます。
　5つの他のクラブの『クラブ自慢』では、
博多の伝統を重んじる活動をしていたり、
風光明媚な環境を守る活動をしていたり、
夕方18:30からの夜間の例会をしているクラ
ブや土曜の朝の例会を行うなど、それぞれ
特徴のある発表がありました。
　さて、私が所属する福岡西RC。『ハッピー
マンデーを楽しもう』という事を一年間のテ
ーマとして活動をしています。
　140人を超える会員数を維持する為に、楽
しい運営をすることによって人を飽きさせな
い、同好会拡張をし共通の趣味の中で「また
行きたい」と思ってもらう。さらに一番大事
だと思うことは、職をリタイヤされた方に私
はこんな事をしているんだ、こんな活動をし
たんだという事をよくお話をして頂いて、若
い会員さんをリードして頂くような、そうい
うクラブ運営というのが常々感じている所で
ございます。これが、我がクラブの自慢とし
てIMでお話させて頂いた内容ですが、『情報
交換』そういう意味では意味があるのではな
いか、それがIMの本来の姿ではないかと思
い、その成果を今回報告させて頂きました。

ニコニコボックス	 本日合計	　23,000 円

	 累　　計	 738,000 円

◇

卓　　話
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　圡井　弘志）

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  

国際ロータリー第2740地区  
2012〜2013年度　　地区大会　　平成25年4月6日㈯　佐賀市文化会館

地区大会特別講演　鳥越俊太郎氏入口看板 福元裕二ガバナー挨拶

記念懇親会

＊4〜5月  例会予定＊

　4月24日	 第2740地区次年度ロータリー財団委員会
	 　委員長　山田　　晃	様
	 　　　　　　（長崎南RC）

　5月 1 日	 指定休会日

　5月 8 日	 地区協議会準備説明会

　5月15日	 新会員　佐藤　　淳さん
　　　　	 （㈱商工組合中央金庫佐世保	支店長）

　5月22日	 ㈱電通九州　長崎支社　
	 　支社長　梶原　佳貴	様

ロータリー財団大口寄附者代表　福田金治さん


