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	 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。先週末から週
初めまで最強寒波の到来で日本
列島各地、特に西日本では記録
的な大雪と厳しい冷え込みに見
舞われました。奄美大島では115
年振り、沖縄でも初めての雪
と、南の島に珍事がおこりました。佐世保も交
通機関はマヒし、積雪は17センチにもなりまし
た。其々の会社やご家庭でも対応に大変だった
ことと思います。そういう時季とは言え思い掛
けない強烈な寒さでした。
　さて、本日は例会に先立ち11:00より、亀山
八幡宮にて賀寿皆さまへの長寿祈願を行いまし
た。長寿のお祝いは「年祝い」と呼ばれ、長寿
になったことを慶び記念する儀礼です。奈良時
代に中国の風習を取り入れ、室町時代から現在
の形になったそうです。
　この度、米寿をお迎えの円田三郎さん、傘寿
の山縣義道さん、喜寿の池田　豊さん、古希の
梅村良輔さん、そして、還暦の吉澤俊介さん、
松本由昭さん、菅沼宏比古さん、西田勝彦さん
の皆さんです。皆さま方のますますのご健康と
ご多幸をお祈りいたします。
　また、引き続き佐世保RCの発展の為にどうぞ
ご協力･ご指導賜りますようお願い申しあげ会長
挨拶とさせていただきます。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」

	 幹事　芹野　隆英
１．台南ロータリークラブ
　台南扶輪社	季刊（秋季号）が届いております。

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2016年2月のロータリーレートは、
　1ドル＝120円です。（現行120円）

３．ロータリー囲碁同好会
	 名誉会長　田中　　毅（2680地区PDG）
	 会長　石井　良昌（2680地区PDG）
	 日本支部長　新藤　信之（2750地区PDG）
　�ソウルでの「第17回ロータリー国際囲碁大会」
のご案内
　日時／2016年5月30日㈪
　　　　9:30	開会式　18:30	表彰式及び懇親会
　会場／韓国･ソウルRI国際大会	会場KINTEX内
　参加料／15,000円
　（昼食代・懇親会費、賞品、おみやげ交換等含む）
　団体旅行の申し込み締め切り日は3月30日㈬
　個人参加の締め切り日は5月7日㈯

4．第2740地区ガバナーエレクト	 﨑永　　剛さん
　　PETS実行委員長	 荒木　健治さん
　　PETSホストクラブ長崎RC会長
	 　本田　時夫さん
　�2016-17年度「会長エレクト研修セミナー」及び
「次期クラブ幹事セミナー」開催について
　日時／2016年3月13日㈰
　　　　登録受付12:30　点鐘13:30　懇親会17:00
　会場／ホテルニュー長崎	3階
　　　　（長崎市大黒町14-5）
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ローターアクト委員会	 委員長　山口　剛史
　	1月23日㈯、第2740地区ロータ
ーアクトインターシティミーテ
ィングが長崎国際大学にて開催
されました。

　講話：遠田	公夫氏（佐世保RC）
　テーマ「	俺らしく、熱く、楽しく〜人生の勝

ち組へ〜」
　①「人間力」について、自己紹介、PRの方法
　②「	相談力」損して徳とれ、「ごめん」と言え

る勇気、しかられ上手
　③	ホテル経営でのおもてなし「フリーメーソン
感謝状」

　出席：田中丸善弥	会長
　　　　坂本　　敏	青少年奉仕委員長
　　　　増本　一也さん、松尾　慶一さん
　　　　大神　吉史さん

	 職業奉仕委員会　委員長　平尾　幸一
「�職業奉仕について�-ロータリーの
心と原点（廣畑富雄著）より-」
　今月は職業奉仕月間です。職業
奉仕委員長として、廣畑富雄さん
の「ロータリーの心と原点」とい
う著書を読んで、自分なりに理解
したところをお話しさせていただきます。
　職業奉仕は、原文ではvocational	 service と
なっています。CollinsのCOBUILDという英英
辞典で調べてみると、Vocationの意味には2通
りありまして、1つは、「①他者へserviceする役
割を担う特殊な職業、あるいは職業を通じた特
別な役割（脚注①参照）」とあります。2つ目は、
日本語で言うところの所謂「②天職（脚注②参
照）」に相当します。「ロータリーの心と原点」と
いう著書では、Serviceの意味は「③他者のため

になる行為（脚注③参照）」とあり、vocationと
serviceは、重複した意味合いを持っています。
　広辞林で「奉仕」という言葉を引いてみます
と、「仕えまつること」、「自分の利害を離れて、
年長者や公共のために尽くすこと」とあり、「ロ
ータリーの心と原点」という著書では、これは
職業奉仕ではなく、社会奉仕であると、言って
います。職業奉仕という概念をわかりにくくし
ている原因は、サーヴィスを「奉仕」と訳した
ことにあり、日本の戦前のロータリーの指導者
は、原語のサーヴィスで押し通していると述べ
ています。
　その著書の中には、職業奉仕の具体例がいく
つか紹介されてありまして、
１．医療人が、病人、病む人の立場に立って医
療を行うこと、患者さんの立場に立ってサービ
スすることは職業奉仕であるが、医者が無医村
へ行って無料診療をすることは、むしろ社会奉
仕である。
２．弁護士が無料法律相談をすることは、職業奉
仕ではなく、どちらかというと社会奉仕である。
３．自動車会社が、良い車を、運転しやすい、
安全な、ユーザーのためになる車を、環境にや
さしい車を、適正な価格で販売することは、職
業奉仕である。
　以上、職業奉仕について「ロータリーの心と
原点」という著書をもとに、お話しさせていた
だきました。個人的には、職業奉仕を実践する
に当たり、私個人の意欲だけの問題ではなく、
私を取り巻く内的・外的環境にも大きく左右さ
れることもあり、今後常に職業奉仕を行うこと
は生易しいことではないと、感じました。

（脚注）
①If	you	have	a	vocation,	you	have	a	strong	 feeling	
that	you	are	especially	suited	to	do	a	particular	job	or	
to	fulfil	a	particular	role	in	life,	especially	one	which	
involves	serving	other	people.
②If	 you	 refer	 to	 your	 job	 or	 profession	 as	 your	
vocation,	you	feel	that	you	are	particularly	suited	to	it.
③Done	to	help	or	benefit	another	or	others.

	 親睦活動委員会　西田　勝彦
○結婚記念月のお祝い
　松本　由昭・洋子　さん	ご夫妻（11日）
　廣瀬　章博・みどりさん	ご夫妻（11日）
　髙瀨　宏滋・まり子さん	ご夫妻（18日）
　田中丸善保・栄子　さん	ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　さん	ご夫妻（31日）
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ロータリー３分間情報
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	 親睦活動委員会　星　　　裕
山縣　義道さん
　本日は卓話を久し振りにさせていただきま
す。内容がありきたりで、退屈だと思います。
どうぞ、お昼寝してください。

田中丸善弥	会長、芹野　隆英	幹事
坂元　　崇	副幹事、松本　英介さん
増本　一也さん、松尾　文隆さん
松尾　慶一さん、石井　正剛さん
平尾　幸一さん、黒木　政純さん
山口　剛史さん、中村　徳裕さん
大神　邦明さん、石田　謙二さん
梅村　良輔さん、川口　博樹さん
　山縣さん頑張ってください。卓話に期待して
います。

米倉洋一郎さん、廣瀬　章博さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

	 指揮　前田　文智

「冬景色」合唱	 作詞、作曲ともに不詳
	
　	日本の冬の景色を歌っており、１番
は水辺の朝、２番は田園の昼、３番
は里の夕方を歌っている。1913年
（大正2年）『尋常小学唱歌　第五学年
用』が初出の文部省唱歌。2007年
（平成19年）に「日本の歌百選」に選
ばれた。

『ロータリー歴史の
　　　三分の一を歩んで』

　2005-2006年度会長
　　山縣　義道さん

　私は1937年（昭和12年）に生ま
れ、83年に入会しております。本日は、ロータ
リーが1905年に設立されてから115年の歴史の
中で、私が過ごしたその後半約３分の１を振り
返ってお話ししたいと思います。

　1996-97年度武井会長の際にクラブ幹事を務
めました。それが縁で2000-01年度の武井ガバ
ナーのときに地区幹事を仰せつかりました。そ
れまではパスト会長が歴任されていましたの
で、いったんお断りしましたが、お前がやれ、
ということでさせていただきました。
　私以降は、会長未経験者がされるケースも増
えてきましたが、私がその走りとなりました。
それまで経験がありませんでしたので、教えを
乞いに佐賀の草場立太郎ガバナーの元に何度か
通ったことが思い出です。その後2005-06年度
の会長をいたしました。
　地区幹事のときに「地区リーダーシッププラ
ン」ができ、実施するようRIから指示があり
ました。公式訪問におけるガバナーの業務は、
「訪問先の現会長・幹事、会長エレクトと懇談
を行う」、「クラブ協議会に出席する」、「例会
に出席してRI会長のテーマのアドバイスをす
る」、ことです。その後、「クラブ協議会はガバ
ナー補佐が聴くこと」、になりましたので負担
は減りました。が、そもそもガバナーエレクト
数百人は国際ロータリー協議会に缶詰になって
ロータリーを学びますので、何人かの方は体調
を崩されるケースもあります。やはりガバナー
は大変な激務であると思います。
　また「地区リーダーシッププラン」では、公式
訪問を複数のクラブをまとめて実施しても良
い、とのことでしたので、武井ガバナーは、53
クラブを17の公式訪問で済ませました。少しは
負担が軽減されたのではないかと思います。そ
の後あまり実施例を聞きませんが、近隣クラブ
の会員が顔を合わせる機会になりますので、積
極的にやって良いのではないかと思います。

　私の入会以降、RI会員数は伸びております
が、佐世保地区会員数、佐世保RC会員数は減
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ニコニコボックス	 本日合計	　21,000 円

	 累　　計	 576,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話

歌の時間
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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

（今週の担当：圡井　弘志）
（カメラ担当：上野　好章）

少傾向にあります。佐世保RCは現在75名です
が、過去には瞬間最高114名を数えたことがあ
ります。他のクラブも減っておりますがその理
由は、①風潮として若い人は集まって何かする
ということに冷めている、②景気、③週１回の
例会出席が面倒と感じている、といったことが
考えられます。けれども一番大きな原因はＩＴ
の発達ではないかと思います。ネットやスマホ
での情報交換が例会で顔を合わせる代替になっ
ている気がします。ロータリーの最大の変化は
Ｅ-クラブです。インターネットでやりとりすれ
ば出席になる、というシステムです。メークア
ップも可能です。それが本当に良いのか疑問で
すが、RIは認めています。

　佐世保RCの定款では、所在地は佐世保市と
なっています。過去の活動報告書を見ると区域
限界と称して佐世保RCのエリアが記載されて
います。エリアが重ならないように、または、
エリアの２階建てでアディショナルクラブが設
立されています。昔は区域が厳密に決められて
いました。
　実は私の所在地は佐世保南RCにありまし
た。いろいろありましたが結果的に佐世保RC
に入会することになりました。今は隣接地域と
いう概念で非常に緩やかになりました。

　昔は出席率もクラブ間で競争しており、地区
大会において出席率表彰がありました。佐世保
RCが100％を維持していることは素晴らしいこ
とだと思います。また、佐世保RCは入会の際
に理念や考えをしっかり説明し、安易に退会さ
れないよう手当てしています。メークアップも
昔は前後１週間の猶予しかありませんでした。
また例会変更の証明に先方幹事のサインが必要
でした。例会は楽しむものなので、出席して卓
話を聴く、他RCの雰囲気を知るというのがメ
ークアップの本来の目的だと思います。

　会員の３大義務の話をします。「ロータリアン
（ロータリーの友）の購読」、「例会出席」、「会費
納入」です。義務とはいえ、前２項目は猶予が
あります。会費納入は１回でも未納があると退
会です。規定文は英語の助動詞「shall」が使わ
れていますが、大変厳しく定められています。

＊2月  例会卓話者予定＊

２月３日	 長崎国際大学
	 人間社会学部国際観光学科	教授
	 	 安徳　勝憲	様
２月10日	 「クラスペディア」代表
	 	 吉岡和佳子	様
２月17日	 佐世保市立総合病院
	 	 院長　澄川　耕二	様
２月24日	 陸上自衛隊西部方面混成団長兼
	 相浦駐屯地司令
	 	 杉本　嘉章	様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月17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／2月18日㈭　18:30（食事開始）〜20:00
会場／長崎国際大学	食堂

日時／2月27日㈯　10:00〜　役員交代式
会場／長崎国際大学

＊	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。

　2015年度の地区クラブ数は57、うち会員40
名未満のクラブが35（約6割）あります。40名い
なければクラブの体を成しません。小さなクラ
ブの運営を成り立たせるために「クラブリーダ
ーシッププラン」ができました。昔（1988年頃）
は５つの奉仕大委員会がありました。これらは
クラブリーダーシッププランでは奉仕プロジェク
トと呼ばれます。そのうちクラブ奉仕（プロジ
ェクト）以外は対外的なものであり、実施内容
はクラブが自由に決められます。細則も（断定
ではなく）例示が示されています。その内容は
元々の大委員会で決めても良いのではないか、
と私は思います。

以上



米寿　円田　三郎さん
傘寿　山縣　義道さん
喜寿　池田　　豊さん

古稀　梅村　良輔さん
還暦　吉澤　俊介さん、松本　由昭さん
　　　菅沼宏比古さん、西田　勝彦さん

2016年1月27日㈬
〔祈願祭〕11:00  亀山八幡宮
〔祝賀会〕18:30  佐世保玉屋8階文化ホール 

長寿祈願祭・祝賀会

祈願祭　亀山八幡宮にて

乾杯
佐々木秀也さん

賀寿をお迎えになられた皆さん　益々のご清祥ご活躍をお祈りします

賀寿の皆さんからお心遣い賜りましたメニュー紹介（一部）

楽しい歓談をいたしました

会長挨拶
田中丸善弥さん

賀寿者代表挨拶
円田 三郎さん

万歳
廣瀬 章博さん

司会
松尾 文隆さん


