
　唯一の楽しみは映画でしたが、チャーターメ
ンバーの中に安福鴻之助さんのお父さんがおら
れました。安福鴻之助さんの創立祝賀会にも出
られたそうです。そして彼は、僕とか君とかの
言葉で話していました。わたしはオイ、わがの
組でした。
　その佐世保クラブに私が入会するとは思いま
せんでしたが、入会の時を思い出しますとそれ
は1985年（昭和60年）5月8日の水曜日、41歳の
時でした。
　推薦人は石井千里さん（石井正剛さんのお父
さん）、あと一人は、見たことも会ったことも
ない見明健治先生（医者）でした。
　入会金は5万円、年会費は20万円、すると8
回の昼食費で割ったら１回 2万5千円になった
記憶がございます。その時の会長は友廣嘉久さ
ん、幹事は江口才二さんで目が大きく怖いぐら
いの思いでした。しかし、その後はゴルフとか
酒を同席していろんな話ができたことを思い出
します。私も入り口で何がなんだかわからずに
役目を果たしておりました。
　まずは、顔と名前を覚えることで必死でし
た。この時はチャーターメンバーも例会に出席
されておりました。催しのときには辻 一三市
長、坂田頭取、ともに出席されておりました。
同期で入会された方は、九州相互銀行 岡部俊
介頭取と同じでしたが、この方には相当気を遣
って努力した記憶がございます。
　入会した頃聞かされたことは、親睦委員長の
松尾一三さん（松尾文隆さんのお父さん）がよ
く言われたことで、「あたしゃ玉屋の入り口か
ら何度も帰ったことがある。」という言葉でし

『創立64周年を祝う会』

　パスト会長　大神　邦明さん

佐世保RC創立
昭和26年2月21日　12:30〜13:30
レストラン玉屋（現在の場所：玉屋パパス）
会長　　　田中丸善重
幹事　　　小出　惣一、役員理事８名
名誉会員　北村徳太郎（大蔵大臣）
名誉会員　西岡竹次郎（長崎県知事）
名誉会員　中田　正輔（佐世保市長）
招待者　　福岡RC特別代表　松田　昌平幹事

計14名
各新聞支社長

　チャーターメンバーの方々のお顔ぶれが、佐
世保クラブ創立の意義を感じます。
　この創立のとき、私は７歳で小学２年生でし
た。なぜだか私は佐世保にすごいRCがあるこ
とを知ることができました。
　このころの佐世保は九州でも一番、景気のい
い街として繁栄していたことを思い出します。
それは、朝鮮戦争が拡大しつつある時でした。
このころはDDT、それと脱脂粉乳、それにコ
ッペパン、ゴム靴（下駄やわらじをはいている
人も見ました）、主食代わりの芋といわしの時
代でした。
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た。励ますどころか脅しになってしまって、
君たちも来るのに足が重いだろう…と言わん
ばかりでした。
　入会して年数の経っていない仲間は、「この
クラブは死ぬか会社が潰れるかしないとやめら
れんのですよ」と、公然と言われておりまし
た。わたしは潰れてたまるか、という気持ちで
奮起した記憶があります。それが今ではよかっ
たのかなと言えるのかもしれません。
　中村大介（中村弘海さんの弟）さんという方
は、ピースの箱を２つ持ち、上着のポケット
にはピースの缶をいれているような、タバコ
が好き、酒が好き、というとてもおおらかな
人ですが、その人がよく言われたことは、佐
世保RCは質を大切にするとのことだけど数も
必要だと言っている。
　私に向かっておれたちは後者の方かな…と
盛んに何度も話してきたことを思い出しま
す。この頃、約３年程の間はいつ辞めようか
なと思っておりましたが、今日ここに立って
皆様方にお話ししているわたくしは在籍30年
となりました。
　特に入会されて新しい人に申しあげます
が、自分の立場そして年齢の時期にしてもこ
んなに忙しいときに必ず例会出席をしろ、催
し物には３年未満の者は必ず出なさい、あな
たは委員だからクラブの代表として、ちゃん
と地域の催しものに出席し必ず報告も行わせ
られ、言葉は優しいがチェックも入り、なか
なか大変であります。
　その上、年会費、催しがあるたびの会費、ニ
コニコボックス、財団及びよねやまへの寄付も
要請されるような状態です。まだあるのがロー
タリーの友（本）を読みなさい、ガバナー月誌も
ある。週報も作成しないといけない。なかなか
たまらん事ですよね。
　よく考えたらこの時間を総合すると160時間
から200時間ですよね…。時間単価が１万円と
して160万から200万ぐらいかかっていると言
えるのではないでしょうか。この努力と時間と
お金（対価）を生かさないといけないんじゃない
んでしょうか。活かしてますか？？
　目標は、職業奉仕ですよ。クラブ奉仕という
のは、人間の交流を手助けする手段ですよね。
その上に立ってみんなで行動を起こし、集団で

社会に奉仕するのが社会奉仕と言えるのではな
いでしょうか。その時は一兵卒の行動になると
思われます。
　職業奉仕になったならば、組織の長として活
動しているのがロータリアンです。多くの人を
まとめ、多くの事柄に対応し、活動することで
大きく経済に寄与することとなり、それは社会
に貢献する結果となります。
　よく考えると、RCとは世界的な異業種交
流、人種的な交流、人と人の交流、及び手をつ
ないで一つのことを成すためを目的としていま
す。それは、現在の自分の職業分野から離れて
様々なる分野、トップの職業人と目標を共にす
ること、情報とか他分野を知ることで、創造や
発想や判断、それに手法、知恵を使っての活動
を推進しているのがRCです。
　それは、自分の職業分野内で井戸の中の蛙的
な範囲の創造、発想、判断、知恵から出したと
ころで、一段高い自分を創り上げる事を目指し
ている事にもなるのではないでしょうか。
　RCの奉仕の精神は、ここにこそあるものと
考えます。その根源、発信者は皆さんであり、
私でもあり、そのためにも佐世保RCを活か
し、会員同志の心からの交流をすべきことが大
切と思います。
　我がクラブは来年度65周年となり、１つの
節目です。オリンピックの翌年は我がクラブの
70周年となります。今後とも佐世保クラブの
進展を大いに願って私の話を終わらせていただ
きます。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」

 会長　円田　　昭
　先週の水曜日は建国記念の日
で、今日は当クラブの創立記念
例会であります。
　アメリカ、シカゴで誕生した
ロータリーは今年で110年とな
り、佐世保クラブも64年の歴史を刻んで参り
ました。過去の記念誌に目を通してみますと、
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その時代に応じた奉仕活動を先輩の方々の努力
で積み重ねられ、現在の佐世保ロータリーを形
作っていると考えます。
　先輩からお聞きしたお話で、40周年記念事
業で開催した野球の王監督をお招きして野球教
室をした時に、相浦の中学生だった城島選手が
いて、その後、王監督に憧れてプロ野球の道を
目指したそうであります。池田 豊会長の時に
はダイエーホークスの選手として、例会卓話に
も来て頂きました。
　また、50周年では武井ガバナーを輩出し、
地区大会の開催で佐世保らしい催し物を考え実
行いたしました。特にアルカスSASEBOの前
で自衛隊の協力を得てカレーライスを大会参加
者に振る舞って喜ばれた事を思い出します。
　60周年では、宇久島映画祭を企画し、宇久
島小学校の体育館をお借りして、島民の皆さん
をご招待し、映画３本を上映しました。小さな
旅館にロータリアンが合宿気分で2日泊まり込
み、上映の準備をしました。主催者としても楽
しみ、島民の方にも楽しんで頂いた、いい事業
だったと思います。
　今日は後程、パスト会長の大神さんに佐世保
ロータリーの歴史や思い出を語っていただく予
定です。来年度ガバナー補佐としてもご活躍頂
くことになっておりますので、クラブとしまし
てもご支援申しあげます。
　如月といって更に着込むという２月です。ま
だまだ寒い日があると思いますので、ご健康に
留意なされお過ごしください。

	 幹事　納所　佳民
１．地区2015-2016年度ガバナー
	 太田　善久さん（唐津東RC）
　国際協議会出席会場より、K.Rラビンドラン
会長エレクトテーマ発表はがき『世界へのプレ
ゼントになろう』

２．	地区第5・6グループインターシティミーティング
　　第5グループガバナー補佐	中野　　浩さん
　　第6グループガバナー補佐	宮原　明夫さん
　　ホスト佐世保北RC会長	 大鳥居　宏さん
　　実行委員長	 緒方　信行さん
　ＩМ参加のお礼が届いております。
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３．一般社団法人	ロータリーの友事務所
　 2015-2016年度版 ロータリー手帳お買い上げ

のお願い
　　１冊 600円+税　　5月下旬出来上がり

４．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
　「 ハイライトよねやま179号」が届いており

ます。

５．西海学園インターアクトクラブ
　2015年2月4日定例会報告

６．聖和女子学院中学校・高等学校
	 理事長　白濱　　信	様
　高等学校、中学校卒業証書授与式ご案内
　　日時／平成27年2月28日㈯　10:00
　　会場／本校体育館

７．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

 親睦活動委員会　小川信次郎さん
○今月の誕生祝い
　松原　　健さん（2日）
　吉澤　俊介さん（8日）
　中川　知之さん（11日）
　佐保　　榮さん（12日）
　圡井　弘志さん（12日）
　梅村　良輔さん（15日）
　河原　忠徳さん（18日）
　富永　雅弘さん（28日）

幹 事 報 告

慶　　　祝



＊3月  例会予定＊

 3 月 4 日 長崎県警　相浦警察署長
 　山口　善之さん

 3 月11日 佐世保青年会議所　新理事長
 　谷川　辰巳さん

 3 月18日 大島酒造㈱　社長
 　長岡　祐一さん

 3 月25日 ロータリー情報・文献記録委員長
 　会員　福田金治さん
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（今週の担当　坂元　　崇／カメラ担当　山口　剛史）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月4日㈬・18日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月26日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

乾杯
中島 祥一さん

ソングリーダー
髙田 俊夫さん 万歳

平尾 幸一さん

司会
田口 恵介さん

恒例の「手に手つないで」の斉唱


