
護士になることを強く決意します。そして1891
年、アイオワ州立大学卒業と同時に弁護士試験
に合格し、弁護士となるべく第一歩を踏み出し
ます。
　クレオパトラの鼻が1センチ低かったら歴史は
変わっていたかもしれないと言われます。ポー
ル・ハリスが弁護士になっていなければ、ロータ
リーは存在していなかったかもしれません。
　ご報告いたします。先日、加納洋二郎会員よ
り、お母様のご逝去に際し、友愛基金へご寄付
いただきました。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　させぼパール・シー㈱
　　代表取締役　廣山　芳宣 様

 幹事　増本　一也さん

１．公益財団法人ロータリー日本財団
　ポール・ハリス・フェローピン贈呈
　武井　洋一さん、石井　正剛さん

２．㈶ロータリー米山記念奨学会
 　理事長　板橋　敏雄さん
　①米山功労クラブ感謝状贈呈
　　表彰回数　第73回米山功労クラブ
　　特別寄附額 73,036,000円（累計現在）

 会長　石井　正剛さん

　人としての善意の限界をどう考
えるべきか、今回のJR横浜線の
踏切事故では、善意の人が尊い命
を落とす、そんな惨事が起きてし
まいました。そこに居合わせたの
が自分だったら、当事者のJR社員だったら、ど
んな行動を取ったでしょうか。
　JR北海道では、危険箇所を長期にわたり放置
するという不祥事がありました。善意ではな
く、職業意識すら希薄になっていたようです。
　今月は職業奉仕月間です。そこで今日は、ポー
ル・ハリスがどうして弁護士という職業に就いた
のか、私は初めて知りましたのでご紹介します。
　ポール・ハリスが3歳の頃、父の破産により一
家離散、農場を経営する祖父母に引き取られ生
活します。生涯を通じて両親の愛情にこそ恵ま
れませんでしたが、祖父母の元、決して不遇な
少年時代を過ごしたわけではありません。
　学生時代の彼は、成績は極めて優秀でした
が、向こう見ずで喧嘩っ早く、学校嫌いという
性格でした。ある高校では、悪ふざけが過ぎて1
年で退学。その後、1885年、バーモント大学へ
進みますが、無実であったにも拘わらず、持ち
前の正義感から新入生に対する暴力事件の責任
を取った形で、再び退学処分を受けます。
　自由奔放な性格が、祖父母に大きな苦しみを
与え、世間に顔向けできない結果を招いた事、
又、人の信頼に応えることの重要さを悟り、弁
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　明日行われる予定でありました
RAC例会ですが、例会会場の調整
が出来ず、例会を中止することに
なりました。
　今期のローターアクトメンバーは
新入メンバーで構成されているため、スムーズ
に例会準備などが出来ず、改善点が多くありま
すので、今後はこのような事態が起こらないよ
うに指導していきます。大変ご迷惑をお掛けし
ましたことをお詫び申しあげます。
　次回のRAC例会は、10月24日㈭、ホテルオーク
ラJRハウステンボスで18:30から開催されます。
ローターアクトメンバーの今後の支援のために、
お時間のあられる方はご出席をお願いします。

■雑誌委員会 委員長　平尾　幸一さん
「雑誌の時間」のご紹介
　今年度より始まります「雑誌の時
間」について、ご紹介いたします。
　一言で申しあげますと、昨年度
まで「ロータリー3分間情報」で紹
介しておりました「ロータリーの友」に関する
情報を、若手の会員に紹介していただくという
企画であります。原則として毎月第2例会で行う
予定で、トップバッターは、本日、大久保利博さ
んにお願いしております。

■ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　中島　祥一さん
新会員研修会のご案内
　下記の通り新会員を対象とした
研修会を行います。新会員にとり
ましては必修の研修会ですので、
研修会関係者の皆様にもご同席頂
きますようお願い致します。
　なお、研修会終了後、歓迎懇親会を開催致し
ますので、引き続きご出席ください。

　期日／平成25年11月13日㈬
　場所／レオプラザホテル佐世保
　　　　　　　　 TEL28-2111
　時間／新会員研修会　16:00～18:20
　　　　歓迎懇親会　18:30～20:00
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　② 2012年度事業報告書、2013年度事業計画
書、2012年度決算報告、米山寄付金マニュ
アル（回覧）、全会員へ2013～14年度版豆辞
典が届いております。

３．ロータリー財団 地域コーディネーター
 第1ゾーン　岩渕　　均さん
 第2ゾーン　江崎　柳節さん
 第3ゾーン　松本茂太郎さん
メジャードナー顕彰午餐会のご案内
　日時／2013年12月2日㈪
　　　　登録・写真撮影　11:00～12:00
　　　　午餐会　12:00～13:30
　場所／ホテル グランパシフィック LE DAIBA
　会費／5,000円（地区で負担いたします）
　該当者／福田金治会員、池田　豊会員

（累計1万ドル以上の大口寄附者へのご案内）

４．RI第2740地区ガバナー 塩澤　恒雄さん
　　　国際青少年交換委員長 佐古　亮景さん
国際青少年交換セミナー開催について
　日時／2013年10月27日㈰　13:00～
　会場／大村　本経寺（大村市古町）
　講師／RI第2700地区 RIJYEC（ライジェック）
　　　　研修部門委員　大楠　正子さん
　　　『 青少年交換、RIJYEC（ライジェック）、セ

クハラなどについて』
　出席者／ 地区委員長、委員、クラブ会長、クラ

ブ幹事、クラブ国際奉仕担当委員、ク
ラブ新世代担当委員、国際青少年交換
カウンセラー、ホストファミリー

５．佐世保市長 朝長　則男 様
韓国 坡州市（パジュ）との姉妹市提携記念式典の
開催について
　日時／2013年11月5日㈫　10:00～12:00
　会場／アルカスSASEBO 1階イベントホール

■ローターアクト委員会
 委員長　髙瀨　宏滋さん
　10月10日に行われる予定の、長崎国際大学
RAC例会についてご報告します。

委員会報告



 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　いよいよ 10月12日㈯に、ソロプチミスト チャ
リティーコンペ内において、第1回朗遊会を開催
いたします。スタート時間は9:45～です。
　30分くらい前にご集合ください。

 クラブ会報・広報委員会　大久保利博さん

「ロータリーの友8月号」より
『四季』
　㈱大谷建築事業所
　　代表取締役　大谷　孝利

　日本には四季があり、一般的に
春は3月上旬から始まり、4、5月で春本番にな
り、9月中旬ごろに気温と湿度が下がり初秋とな
ります。しかし、現在の四季、春、夏、秋、冬は約
１か月ずれているような気がします。西暦で現社
会は回っていますが、旧暦で気候を判断する方が
われわれの体感に合っていると思います。
　東日本大震災により、地球の地軸の傾きが少
し変化したらしいと言われています。地球時間
では微妙なことでも、われわれの日常時間では
すごい変化です。それにより農作物、果物の旬
も少しずれ、海流の変化により魚の収獲時期、
場所も変化しているように思います。

（第2640地区・大阪府・岸和田南RCで・同RC会員）

----------------------------------------------------
　私の短い人生経験からもその事が良く判りま
す。稚内で生まれ、札幌で育ったのですが、雪
の量が激減しています。今では年越しまで市内
に雪が積もらない事が多くあります。車はエア
コン不要でしたが、今では全車付いています。
家もエアコンなどありませんが、今は付いてい
る所も多くあります。釧路は半袖が要らない町
ですが、半袖も着るそうです？
　また、鯛やハマチなど、昔は見たことがなか
った魚が取れるといわれています。九州では、
沖縄のグルクン、猛毒のカワハギなども見られ
ています。釣りのメッカである男女群島もいつ
しか隠岐の島あたりになるかもしれません。
　今年の夏も異常に暑かった事ですし、九州も

熱帯化しているようです。バナナのなっている
ところもあるそうですから…。電気代も上がっ
ています。クールビズも9月迄が10月迄となり、
本日も夏物を着ています。
　これから更に、どのように変わっていくかわ
かりませんが、現実に合った対応ができる体力
と知恵を身につけていかないといけませんね。

 親睦活動委員会　河原　忠徳さん
○今月の誕生祝い
　松尾　弘司さん（8日）
　大久保利博さん（8日）
　平尾　幸一さん（9日）
　幸良　秋夫さん（15日）
　森　　信正さん（18日）
　川口　弘樹さん（18日）
　小幡　　修さん（21日）
　坂本　　敏さん（28日）

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛会長、増本　一也幹事
長島　　正さん、松瀬　茂雄さん
圡井　弘志さん、福田　金治さん
田中　信孝さん、長富　正博さん
大神　邦明さん、中村　徳裕さん
　パールシーの廣山芳宣社長の卓話に期待して。

芹野　隆英さん
　プログラム委員会の芹野です。本日は広島ワ
シントンホテルオープンのため、出張となり、
例会に出席できません。本日の卓話を聴く事が
できず残念です。パール・シー社長 廣山様の卓
話に期待して、ニコニコいたします。

（3）

ニコニコボックス

朗遊会より

雑誌の時間 慶　　　祝
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（今週の担当　大久保利博）
 （カメラ担当　白田　浩一）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊10〜11月  例会予定＊　

10月23日 新会員
 亀山八幡宮　禰宜
  河原　忠徳さん

10月30日 佐世保市博物館　島瀬美術センター
  館長　安田　恭子 様

11月 6 日 ブリヂストンスポーツアリーナ㈱
　 ゴルフ事業本部
  　部長代理　北島　幸治 様

11月13日 地区米山奨学生
  イ・ヌｪ・ソウ 様

（ミャンマー出身・長崎国際大学生）

大久保利博さん、平尾　幸一さん
幸良　秋夫さん、森　　信正さん
坂本　　敏さん、川口　博樹さん
　誕生祝いありがとうございます。

『九十九島に映える
　　新しい遊覧船建造』

　させぼパール・シー㈱
　　代表取締役　廣山　芳宣 様

☆九十九島のクルージング事業
　当社は、大型船2隻（パールクイーン・海王）、
小型船2隻（リラクルーズ海月、海星）、ヨット3艇

（みさご、スナメリ、スティングレイ）を所有し、そ
れぞれの船の特徴を生かしたクルージング事業を
行っており、国内外から年間32万人の観光客に
おいでいただいています。また隣接する九十九島
水族館「海きらら」への40万人の入館、秋冬の
カキ祭りでの集客を含め、パールシーリゾート全
体では年間約80万人が訪れ、県内ではハウステン
ボス、グラバー園に次ぐ観光地となっています。
させぼパール・シー㈱は、佐世保市を筆頭株主に
市内52社の出資によって設立された会社で、100
名の社員で80万人のお客様をお迎えしています。

☆新遊覧船～600万人のクルージング船
　今、九十九島遊覧事業の魅力を更に高めるため
に、新しい遊覧船の建造に取り掛かっています。
新しい船の設計に当たっては、船に求められる安
全性（操船性能、旋回性能）や快適性（低騒音、低
振動、バリアフリー対応）、経済性あるいは、
九十九島海域で操業される漁業との共生（航行に
よる波を出来るだけ減らす）などはもちろんです
が、観光遊覧船ですので、国内外の人たちにアピ

ールできる話題性、おもしろさ・楽しさに満ちた
船でなければなりません。

☆新遊覧船の姿
　市内の船舶設計企業、神戸芸術工科大学の協力
を得ながら、九十九島にふさわしい船の姿を描い
てきました。１年半ほどの検討を要しましたが、
基本設計段階でのプランは、
＜遊覧船としては日本で初めて電気推進機構と
PODという360度回転する推進機を備え、海賊の
帽子をイメージしたダイナミックな曲線による外
観デザインの船＞を作ることにしました。これか
ら詳細設計に入り、来年春に建造に着手し、年末
までに竣工し、そのあとパール・シーの岸壁に回
航して、船員の習熟訓練を重ね、日本一楽しい海
賊船として27年春に運航を開始する予定です。
　九十九島は、長い長い年月をかけて地球の隆起
や陥没、潮流や雨や潮風による浸食を経てつくり
あげられた天然の芸術品です。この美しい海と
島々を巡る船旅をより多くの人たちに楽しんでい
ただくための工夫を、新しい船に盛り込んでいこ
うと思っています。
　就航の暁には、ぜひご乗船いただきますようお
願いいたします。

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 　17,000 円

 累　　計 293,000 円

◇


