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◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ゲスト
　 パストガバナー　安部　直樹さん
　 第2740地区 第５グループ 
　 ガバナー補佐　大神　邦明さん

　 地 区 幹 事　佐伯　岳
たけゆき

歩さん

　唐津東RC 会長　平野　畯
しゅんさく

策さん
犬塚　里恵さん

 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー	最高財務責任者
	 ロリ・カールソンさん
　2015年7月 国際ロータリー人頭分担金請求書

２．国際ロータリー第2740地区
　　LA年次大会実行委員会
	 実行委員長　音成日佐男さん
　① 2015-2016年度 インターアクト年次大会
　　行動指針遵守と会場についてのお知らせ
　②分科会について

 会長　田中丸善弥
皆さん今日は。
　関東地方では梅雨明けしたよう
ですが、当地では梅雨明けが待た
れるこのごろです。世間は安保法
案、内閣支持率の問題で揺れてお
ります。新国立競技場の選定問題
も大きくクローズアップされました。
　さて、7月15日には、IAC例会が西海学園イン
ターアクトクラブにて、坂本　敏青少年奉仕委
員会委員長、髙瀨宏滋さんと、私の3名のロータ
リアン出席のもと開催されました。16日には市
内8RC会長・幹事会が東RCさんの担当でホテル
オークラにて開催、19日には、地区クラブ奉
仕・会員増強セミナーが東彼杵町で開催されま
した。大委員長の円田浩司さん、委員会副委員
長の西村一芳（加納委員長代理）さんと出席して
参りました。日本の会員数減少にようやく歯止
めが掛かりつつある中、当クラブでも純増 2 名
を目標にしております。後程、委員会より詳し
い報告をお願いします。また、翌20日には、佐
世保市「海の日」ビーチクリーンアップに長富正博
社会奉仕委員長のもと曇り空ではありました
が、大勢の皆様にご協力いただき鹿子前清掃に
参加頂きました。皆さんのご協力に感謝いたし
ます。
　本日は『ガバナー公式訪問例会』です。安部パ
ストガバナーによるお話を拝聴いたす予定です。
地区より来訪のお客さまもお迎えしております。
皆様よろしくご清聴の程お願いいたします。
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会 長 挨 拶

例 会 記 録2015〜2016年度 国際ロータリー 第2740地区

ガバナー公式訪問
安部直樹パストガバナー

2015年7月22日　佐世保ロータリークラブ

左から
佐伯　岳歩  地区幹事 安部　直樹  パストガバナー
大神　邦明   第5グループガバナー補佐 田中丸善弥  佐世保RC会長

幹 事 報 告



■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　前田　文智
　髙瀨宏滋会員、佐々木秀也会員
より、（公）ロータリー米山記念奨
学会へご寄付をいただきました。

■社会奉仕委員会	 委員長　長富　正博
　7月20日（海の日・㊊）開催のビー
チクリーンアップには、14名のご
参加をいただきました。ありがと
うございました。

	 親睦活動委員会　有薗　良太
○結婚記念月のお祝い
　溝口　尚則・圭子さん ご夫妻（29日）

	 親睦活動委員会　田口　恵介
唐津東RC　会長　平野　畯策さん
　公式訪問という事で、佐世保ロータリークラブ
に同行させてもらいました。本日はよろしくお願
いします。

安部　直樹	パストガバナー
佐伯　岳歩	第2740地区幹事
　よろしくお願いいたします。

田中丸善弥	会長、木村　公康	副会長
芹野　隆英	幹事、坂元　　崇	副幹事
松本　由昭さん、梅村　良輔さん
円田　　昭さん、菅沼宏比古さん
髙瀨　宏滋さん、古賀　　巖さん
遠田　公夫さん、平尾　幸一さん
大久保利博さん、西村　一芳さん
松尾　　貴さん、中村　徳裕さん
山口　剛史さん、前田　文智さん
黒木　政純さん、髙田　俊夫さん
吉田　英樹さん、川口　博樹さん
上野　好章さん、橘髙　克和さん
有薗　良太さん、米倉洋一郎さん
溝口　尚則さん、福田　金治さん
石井　正剛さん、池田　　豊さん
　安部直樹パストガバナー、大神邦明ガバナー補
佐の公式訪問を歓迎いたします。
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３．第2740地区ガバナー事務所
　会員増強計画アンケート
　　① クラブ内で国際ロータリーホームページ My 

Rotaryの加入者（アカウント登録）の会員数
　　②クラブ内で40歳以下の会員数

４．佐世保東RC	 会長　金澤　　一さん
　　佐世保東RAC	 会長　久保幸太郎さん
　佐世保東RAC会員増強の後援依頼
　　法人会員：30歳まで
　　例 会 日：第 2・4 火曜日　19:30
　　会　　場：ホテルオークラJRハウステンボス
　　RCのメークアップとしてもご利用ください。

５．北松浦RC	 幹事　岩屋　聡介さん
　「 2015-16年度クラブ現況と活動計画書・前年度

活動実績報告書」が届きました。

６．大村RC
　「 週報2014-15 No.42〜43、2015-16 No.1〜2」が

届きました。

７．佐世保学園長	 伊藤　達也	様
　 第65回社会を明るくする運動の一環「意見発

表会」ご臨席のお礼が届きました。

８．海上自衛隊佐世保地方総監
	 海将　池田　徳宏	様
　佐世保音楽隊演奏会ご案内
　　日時／平成27年9月13日㈰　14:00〜16:00
　　会場／アルカスSASEBO 大ホール

■会員増強・職業分類委員会	 西村　一芳
　 クラブ奉仕・会員増強セミナー

のご案内　
　日時／2015年7月19日㈰
　会場／東彼杵町総合会館文化ホール
　　　　グリーンハートホール
　◦ 特別講演
　　 「 日本のロータリーの進むべき道」
　   講師／国際ロータリー理事
　   　　　2013-15年度 第2770地区PDG
　   　　　北　　清治さん（浦和東RC）

　◦パネルディスカッション
　 「多様性に富んだ会員増強 ― Eクラブの紹介」
　　RI第2740地区 パストガバナー
　　RPICロータリー公共イメージコーディネーター
　　　　　　　　　　岩永　信昭さん
　　パネリスト発表：稲益　一郎さん（久留米北RC）
　　　　　　　　　　東　　岳也さん

（2730ジャパンカレントR・Eクラブ）

ニコニコボックス

慶　　　祝

委員会報告



て、国民のほとんどが仏教徒でもあります。仏陀
も、かつて禅の教えを広めた達磨大師もインドの
出身でもあります。この仏教の教えを「世界への
プレゼントになろう」ということに変えますと、
それは「施し（ほどこし）」ということ。施しは思
いやりであります。
　私は「施し」の言葉で思い出しますのは、かつ
て武田信玄の生地、甲斐の国に武田家の菩提寺で
ある恵林寺（えりんじ）があります。武田信玄が亡
くなり、その息子武田勝頼はやがて織田信長に亡
ぼされますが、当時、信長は恵林寺の住職、快川

（かいせん）和尚に再三、織田家に来てくれと願い
ますが、快川和尚はかたくなに拒否します。怒っ
た信長は恵林寺を焼き討ちします。その時、燃え
さかる炎の中で快川和尚が述べた有名な言葉が
「心頭滅却すれば火もまた涼し」という一言で
す。この夏の暑いさなか、暑い暑いという人に何
だ「心頭滅却すれば火もまた涼し」ではないかと
いう言葉がいき交うことがあります。これは、正
式には「安禅は必ずしも山水を須（もち）いず心中
を滅し得れば自ら涼し」という禅の言葉であります。
　しかし、この言葉にある若い僧が疑義をとなえ
ます。心頭滅却とはすなわち無心。無心なれば暑
さも涼しさもないのではないかと・・・するとあ
る僧は、いやいやそれは違う、快川は心ならずも
火をかける兵に向かい、「おまえ達心配しないで
いいよ、私は決して熱くて苦しんで死んでいくの
ではなく、涼風を感じながら何の苦しみもなく死
んでいくのですから」快川はまさに死ぬ間際まで
兵に対する思いやり、それはすなわち施しであっ
たと私は解するのであります。
　また一方、禅の言葉に「無財の七施」という言
葉があります。施とは、一見金品を施すというよ
うに思いがちでありますが、決してそうではない。
気持ちの持ちようで何の金銭もいらない中で人に
施しが出来るということであります。
眼施（げんせ）　優しい目配り
和顔悦色施（わげんえつじきせ）　笑顔の施し
言辞施（ごんじせ）　優しい言葉かけ
身施（しんせ）　身での施し
心施（しんせ）　心での施し
床座施（しょうざせ）　席をゆずる施し
房舎施（ぼうしゃせ）　住まいを提供する施し
　スリランカでの考えも同じところがあると思い
ます。「施し」とは人に何かを与えることですの
で、当然与えられる人が感謝する。しかし「六波
羅蜜（ろくはらみつ）」によると施しは与える人が
むしろ感謝する。従ってスリランカでは与えた人
が与えられた人にお礼を述べるということです。
　考えてみますとボランティアや奉仕をした折、
私たちの心はすがすがしくなる。ああ！やったなぁ！
という達成感に立つことがある。このような思い
に立つことができたことにむしろ感謝をしたい。

田中丸善弥会長
　本日の週報に載っているIACの写真がありま
す。一番右手には大委員長の坂本君です。ジャケ
ットを着ていないので高校生みたいでした！
　皆さんも気軽に例会に参加してください。

溝口　尚則さん
　結婚記念日のお祝いをいただきました。ありが
とうございます。

	 指揮　井手　孝邦	さん
「われは海の子」合唱

『ガバナー公式訪問例会』
　2015〜2016年度
　国際ロータリー 第2740地区
　太田善久ガバナーよりのお話し
　　安部　直樹	パストガバナー

　本日は出来るだけ、太田善久ガバナーの気持ち
を考えながら、しばし卓話を続けさせて頂きます。
　ご承知のように、RI会長のK.R.ラビンドラン
氏はスリランカの出身で、当初は祖父の経営する
広大な土地の農園経営をし、紅茶の栽培をしてい
ましたが、1972年のスリランカの社会主義政策
で、一家が所有する土地は数千エーカーからわず
か50エーカーに縮小され、K.R.ラビンドラン氏
は失業しました。その後、一念発起し、ティーバ
ッグの質の高い包装品を作り上げました。現在、
この会社はティーバッグ包装の製造業界で世界屈
指の企業の一つとなっています。大富豪から経営
破綻、失業という失意の底から奮起して成功者と
いうサクセスストーリーの人生は、それだからこ
そ人の情、支援、協力、励まし等を人一倍感じた
人生、そのような経験から、今日のスローガン
「世界へのプレゼントになろう」ということです。
　もともとスリランカは東洋の思想が色濃く残っ
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ニコニコボックス 本日合計 　40,000 円

 累　　計 127,000 円

◇

卓　　話

歌の時間



　ロータリーの奉仕、決して人に対する押し付け
の親切ではなく、奉仕することで自らの一日、人
生が豊かになっていくということであります。
　太田善久ガバナーは「地域にプレゼントしよ
う」と述べられています。地方創生が叫ばれる
中、ロータリーこそが地方創生の中心でなければ
ならないと考えておられるのです。加えて第
2740地区はアジアに近く、中国、韓国、ベトナ
ム、タイ…等との国際交流も大切であると述べて
おられます。太田善久ガバナーのご回復を祈っ
て、卓話を終わります。
------------------------------------------------------

■2015-16年度RI会長	 K.R.	ラビンドラン会長
　 メッセージ
　　世界へのプレゼントになろう
　　　Be a gift to the world

ガバナー月信 2015 Vol.1 7月号 P.3をご覧ください。

------------------------------------------------------

■R I第2740地区	2015-16年度ガバナー
	 太田　善久ガバナー
　 メッセージ
　　地域活性化のお手伝いを

ガバナー月信 2015 Vol.1 7月号 P.6をご覧ください。
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（今週の担当　吉田　英樹）
（カメラ担当　圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊8月  例会卓話者予定＊

 8 月 5 日 県北振興局
 　次長　嶋田　孝弘 様

 8 月12日 指定休会日

 8 月19日 新会員　筒井　和彦さん
　　　　　   税理士法人小田・小島総合会計 副所長

 8 月26日 SAIKAI アメリカンフェスティバル2015 実行委員会
 　実行委員長　山下　忠則 様

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月2日㈬　17:00〜　
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／8月13日㈭　18:30〜　休 会
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。

平成27年7月19日㈰　RC地区セミナー参加
参加者：田中丸善弥会長、円田浩司会員、西村一芳会員

平成27年7月20日（海の日・㊊）
ビーチクリーンアップ参加

参加者（16名）
田中丸善弥 会長、芹野　隆英 幹事
円田　　昭 直前会長、長富　正博 社会奉仕委員長
会員：増本　一也、木村　公康、米倉洋一郎、黒木　政純
　　　坂本　　敏、大久保利博、小川信次郎、古賀　　巖
　　　山口　剛史、筒井　和彦
（写真に間に合わなかった会員）髙瀨　宏滋、遠田　公夫
…の皆さん、ご苦労様でした。

ガバナー公式訪問　  安部直樹パストガバナーを囲んで
------------------------------------------------------


