
という生活を５年続け、警備の国家資格を
14個取ることができました。そうした中、
2006年に佐世保青年会議所にご縁があり入
会しました。
　小さい時から、母親には厳しく育てられ
ました。「人を信用しなさい、感謝の気持ち
を持ちなさい、一生懸命やりなさい」とい
う３点をよく言われていました。ＪＣでも
そういう想いを持って活動しています。
　本年は、「実践躬行〜溢れる情熱と思いや
りを持って〜」というスローガンのもと活
動しています。人任せにせずに自分自身で
しっかりと行動するという事です。そし
て、物事に情熱を持って取り組み、周りの
方には思いやりを持つ事が重要だと考えて
います。そういう輪を広げていくことで明
るい豊かな社会の実現に繋がっていくと信
じています。
　また、青少年と親に対しての道徳事業、
させぼシーサイドフェスティバル、アメリカ
ンフェスティバルの復活、この３つの柱を持
って活動致します。
　最後になりますが、佐世保青年会議所の
第62代理事長として、母の教えを守りなが
らしっかりと活動して参ります。

『実践躬行
　〜溢れる情熱と
　　　思いやりをもって〜』

　佐世保青年会議所
　　新理事長  谷川　辰巳 様
　　（㈱イーグル警備保障　代表取締役社長）

　私は愛知県で生まれ、小学１年生までは
愛知県で生活しておりましたが、父親をが
んで亡くした小学２年生からは、母親の実
家がある佐世保で母親と姉と妹と暮らし始
めました。母子家庭でしたので経済的にも
苦しかったです。その様な経験上、将来お
金持ちになりたいと思っていました。学校
の先生になれば裕福な生活ができると思
い、大分大学教育学部に進学しましたが、
先生の給料など現実なところを知って、も
っと高みを目指そうと思い経済の方に進み
ました。そして、朝日ソーラーで営業の職
につき２年ほど経った時に以前から知り合
いだった今の会社の会長から、跡継ぎがい
ないということで会社を一緒にやってみな
いかというお誘いを受け、後継者になると
いう想いを持って入社しました。
　入社してからは、資格を取ろうと思い、
夜遅く帰っては毎日２時間程度勉強をする
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平成　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,000　回例会　　　　　　　　　　　NO　27 3 11 3,159 34

《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  　　％

《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　　　　％74 22 1414

74 22 49 5 020 66.21

74 22 46 12 016 62.16

100.0046 15

卓　　話

※第3,157回例会（2月25日）の出席報告《本日》を訂正します。

第3,157回例会訂正



◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　佐世保青年会議所
　　新理事長		 谷川　辰巳	様
◯ゲスト
　佐世保青年会議所	 西田　　剛	様
　長崎国際大学RAC
　　会長	 田本新一郎さん
　　専門知識開発委員長	 瀧浪　孝憲さん

	 会長　円田　　昭

　70年前の3月10日は東京大
空襲で10万人以上の犠牲者が
出て慰霊祭が東京では行われ
ておりました。
	そして今日は、東日本大震災
から4年の月日が経ちました。未だに仮設
住宅や避難生活をしておられる被災者の
方々が沢山おられ、特に高齢者の方のご心
労は私には想像すらできません。
　4年前のこの日は皆さんも覚えておられる
と思いますが、生々しいニュース映像にた
だ驚くばかりでした。
　私は業界団体の親睦ゴルフを諫早でやっ
ておりました。3時ごろゴルフが終わり、ク
ラブハウスのテレビで信じられない光景を
見たことを覚えております。
　犠牲になられた1万8千人以上の方々のご
冥福をお祈りすると同時に、被災された
方々の穏やかな生活が一日も早く取り戻さ
れることを願うばかりであります。

	 幹事　納所　佳民

１．国際ロータリー　ロータリー財団
　	円田　昭さんへポール･ハリス･フェロー
ピンの贈呈

２．公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
  理事長　小沢　一彦さん
　	円田　昭さんへ米山功労者第１回感謝状
の贈呈

３．台南ロータリークラブ
　月刊No.2、No.3が届きました。

４． 国際ロータリー日本事務局 クラブ･地区
支援室

　	2014年10月のRI理事会決定で行動規範に
再度変更が加えられました。

　	国際ロータリー理事会の決定事項（日本語
概要ページ）

　	https://www.rotary.org/myrotary/ja/
learning-reference/about-rotary/board-
decisions

５．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　�2015年ブラジル･サンパウロ国際大会ツアー
のご案内

　　日程／2015年6月3日㈬〜6月11日㈭
　　基本ご旅行代金
　	（エコノミークラス利用、2名1室利用）
　　630,000円〜690,000円（予定）
　　　	費用に含まれないもの：空港税･燃油

サーチャージ･ビザ代金（約85,000円）、
大会登録料、その他個人的性質の諸費用

　　申し込み期限／3月31日
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6．地区ローターアクト代表 吉井　将平さん
　　長崎RAC会長 高橋　将来さん
　�RAリーダーシップフォーラムについて
　ご案内
　　開催日／平成27年4月25日㈯
　　会場／	長崎県立総合体育館（アリーナか

ぶとがに）大研修室
　　　　		（長崎市油木町7-1）
　　登録料／1,500円
　　登録締め切り／平成27年3月25日㈬

７．第2740地区ガバナー 宮㟢　清彰さん
　　第2740地区ガバナーエレクト
  太田　善久さん
　　　地区米山記念奨学委員長
  本多　善彦さん
　�2015学年度米山奨学カウンセラー･奨学生
オリエンテーションのご案内

　　日時／2015年4月4日㈯
　　会場／佐賀	アバンセ
　　スケジュール／12:30	受付開始
　　　　　　　　　13:00	開会、16:30	閉会

８．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が
届いております。

　ホームページアドレス　http://www.d2740.org/

９．第2720地区パストガバナー
  前岡　志郎さん（別府北RC）
　「	認証状から見た日本戦前史」
						1920.10〜1941.6　冊子寄贈

10．海上自衛隊練習艦隊司令官
 　海将補 中畑　康樹 様
　�海上自衛隊練習艦隊　艦上レセプション
　ご案内
　　日時／平成27年3月31日㈫	18:00〜19:30
　　場所／海上自衛隊干尽地区	倉島岸壁
　　　　　「くらま」艦上

ローターアクト委員会 委員長　増本　一也
 大神　吉史
　長崎国際大学RAC	新会長	田本新一郎さ
んと、専門知識開発委員会	委員長	瀧浪孝憲
さんの紹介

 親睦活動委員会　田口　恵介

○今月の誕生祝い
　田中　信孝さん（3日）
　納所　佳民さん（8日）
　中島　祥一さん（12日）
　小川信次郎さん（18日）
　井手　孝邦さん（28日）
　増本　一也さん（31日）

委員会報告

慶　　　祝



	 親睦活動委員会　松本　淳也

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、円田　浩司さん
坂本　　敏さん、米倉洋一郎さん
坂元　　崇さん、富永　雅弘さん
遠田　公夫さん、山縣　義道さん
橘髙　克和さん
　青年会議所理事長	谷川辰巳さんの卓話に
期待して。

納所　佳民さん、中島　祥一さん
井手　孝邦さん、増本　一也さん
小川　信次郎さん
　誕生祝いありがとうございます。

＊3〜5月  例会予定＊

	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

	4	月１日	 観桜例会

	4	月８日	 長崎国際大学ＲＡＣ
	 　新会長　田本新一郎さん

	4	月15日	 長崎県立大学
	 　学長　太田　博道	様

	4	月22日	 雑誌委員会委員長
	 　会員　松尾　慶一さん

	4	月29日	 祝日休会

	5	月６日	 祝日休会

	5	月13日	 社会福祉法人「むすび会」
	 佐世保市福祉活動プラザ　
	 　所長　宇野　京子	様

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月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／4月9日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／4月26日㈰　9:30〜
会場／アルカスSASEBO

＊	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。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

（今週の担当　中川　知之）
（カメラ担当　坂元　　崇）

ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　16,000 円

	 累　　計	 819,000 円

◇


