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　また、ロータリー3賢人といわれる人達
がいるそうです。
1.アーサー･フレデリック･シェルドン
　�最もよく奉仕するもの、最も多く報われ
る、という標語の原型を掲げた人。
2.チェリ･R･ペリー
　�ポール･ハリスがロータリーの建設者と呼
び、32年間、RI事務総長を務めた人。
3.ベンジャミン･フランク･コリンズ
　�他人の為に尽くすことの意義と重要性を
説いた人。
　「Service�not�self��無私の奉仕」、後に
　「�Service�Above�Self��超我の奉仕」となり
ました。

この３人です。
　もうひとつ3にまつわる話として、ロー
タリーの初代会長が選出されたのが1905年3
月23日、第3回目の会合の時です。111年前
の丁度今頃です。当然ポール･ハリスが会長
になるものと思われていましたが、3回目の
会合がシルベスター･シールの会社で開かれ
た事を記念して、ポール･ハリスの指名によ
り、シルベスター･シールが会長に就任しま
した。このことから、依頼されたらどんな
ことでも快く引き受けるという、あの名言
（迷言＝迷わす言葉、迷惑な言葉かもしれま
せん）、「ロータリーにはハイとYESしかあ
りません」が伝統として現在に引き継がれ
ているようです。その後、ロータリーでは
食事をとりながらの会合が行われるように
なりました。

	 会長　増本　一也

　本日は、当クラブ名誉会員
で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
様に卓話をして頂きます。
　杉本団長は、今月で陸上自
衛隊を退任されますので、お話が聴けるの
も最後になります。
　WBC（ワールドベースボールクラシック）と相
撲が注目されていますが、私の個人的関心
事は、3月12日にノルウェーのオスロで開催
されましたワールドカップ女子スキージャン
プ最終戦（第19戦）の髙梨沙羅選手です。惜
しくも2位でしたが、1位は同じ日本の伊藤
有希選手でした。今年のワールドカップ総合
優勝は髙梨沙羅選手で、2位が伊藤有希選
手、日本人のワン･ツーフィニッシュでし
た。国家の威信をかけて戦ったネイション
ズカップも4年ぶりに日本が総合優勝、日
本人が19戦中14勝し、世界中に「君が代」
と、「日の丸」の映像が流れました。弱冠
20歳前後の若い女の子たちが、素晴らしい
事を成し遂げてくれました。
　今日は3月の第3回目、第33回例会です。
そこで「3」という数字にまつわるロータリー
の話を致します。ロータリーの3大義務は、
皆様ご存知の通り、1.会費の納入、2.例会の
出席、3.ロータリー雑誌の購読です。
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　ホストクラブ会長	 牟田　清敬さん
	 （佐賀RC）
　�2017〜2018年度�地区研修･協議会開催の
ご案内
　　日時／平成29年5月20日㈯
　　　　　12:30�登録受付　13:30�点鐘
　　会場／ホテルグランデはがくれ（佐賀市）
　　出席者／次年度会長･幹事�ほか理事

５．佐世保東RC
	 大会委員長　市瀬久米嘉さん
	 会長　村瀬公一郎さん
	 実行委員長　小松屋芳雄さん
　創立50周年記念式典･祝賀会のご案内
　　日時／平成29年5月14日㈰
　　　　　記念式典�17:00　祝賀会�18:30　
　　会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　送迎バス／エスプラザ前�16:20発

６．	海上自衛隊	練習艦隊司令官
	 海将補　眞鍋　浩司	様
　�初級幹部候補生の練習艦隊船上レセプシ
ョンご案内
　　日時／平成29年3月27日㈪�18:00〜19:30
　　会場／倉島岸壁��かしま艦上�（服装�平服）

７．	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
　平成29年度　観籐会ご案内
　　日時／平成29年4月20日㈭
　　　　　18:30〜20:00
　　場所／相浦駐屯地「つくも庭園」
　　会費／4,000円
　　送迎バス／エスプラザ前�17:40発
　　　　　　　商工会議所前�17:50発

	 出席・例会委員会　安福　竜介
◯永年会員表彰
　円田　三郎さん（51回）
　山縣　義道さん（34回）
　森　　信正さん（33回）

　食事で思い浮かぶのが、世界3大料理で
す。1.中華料理、2.フランス料理、3.トルコ
料理だそうです。
　日本料理は入っていませんが、「和食：日
本人の伝統的な食文化」は、ユネスコが認め
る５大『食の無形文化遺産』に登録されて
います。
　ちなみに、他の４つは「フランスの美食
術」「地中海料理」「メキシコの伝統料理」、
トルコの「ケシケキの伝統」です。
� 以上

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　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
◯ゲスト
　副官� 久野　保則�様
　総務陸曹（Dr.）� 大塚　伸雄�様

	 幹事　松尾　文隆
１．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204号ニュース�2017
年3月13日発行」が届いております。

２．第2740地区ガバナー	 㟢永　　剛さん
　　R財団委員会	委員長	 西川　義文さん
　　資金推進委員会	委員長	永尾　竹則さん
　ロータリー財団年次寄付のお願い

３．第2740地区幹事	 小林　純一さん
　①�クラブセントラルご入力のお願いと、
アンケートご回答のお願いが届いてお
ります。

　②2740地区ホームページ更新のお知らせ

４．ガバナーエレクト	 駒井　英基さん
　　地区研修･協議会	実行委員長
	 上村　春甫さん

慶　　　祝

例 会 記 録

幹 事 報 告
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� 親睦活動委員会　河原　忠徳
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、廣瀬　章博さん
井上　斉爾さん、古賀　　巖さん
納所　佳民さん、田中丸善弥さん
木下　貴夫さん、池田　真秀さん
富永　雅弘さん、石田　謙二さん
佐々木秀也さん、有薗　良太さん
中村　徳裕さん、芹野　隆英さん
　陸上自衛隊西部方面混成団長�兼�相浦駐屯
地司令�杉本嘉章様の卓話に期待してニコニ
コします。

円田　三郎さん、山縣　義道さん
　永年会員表彰ありがとうございます。

増本　一也会長、古賀　　巖さん
　先日、3月11日㈯に長崎国際大学の卒業式
があり、ローターアクトのメンバーも4人卒
業しました。その中で、岩元千華子さん
が、卒業生総代の挨拶と、成績優秀の学長
表彰を受けられました。現ローターアクトの
メンバーも励みになると思い、ご紹介をか
ねてニコニコします。

『陸上自衛隊の統率（リーダーシップ）について』

　西部方面混成団長 兼
　相浦駐屯地司令　
　　１等陸佐　杉本　嘉章	様

　陸上自衛隊の統率の意義・機能、統率者
として具備すべき事項、陸自における統率
の修練及びイラク人道復興支援活動におけ
る統率等について卓話し、様々な職業・集
団・組織に共通する普遍的な事項「人を動
かし、組織を動かすリーダーシップ」につい
て会員皆様と共に考え、会社等経営におけ
るリーダーとして必要な識能と資質の向上
の資として頂く。

◦リーダーシップとは
　一般的には「指導者の地位、指導力、統
率力」と訳され、その意義は「組織員の心
と力を一つにまとめ、与えられた任務の達
成に邁進させる力」、「目的（purpose）、方
向性（direction）と動機付け（motivation）を
与えること」、「キャンバスに大きな絵を描
いて方向を示し、人々を巻き込んで実現す
る力」、機能は「主（部下を動かす）・師（教
え育てる）・親（養い育てる）」。

１　陸上自衛隊の統率の意義・機能
（1）�統率の意義－任務達成のため、環境を

整え（管理）、人心に感化を与え（統
御）、組織を然るべき方向へ動かすこと
（指揮）。

（2）統率の機能
　ア　指　揮（コマンド）
　　�　指揮官が指揮権に基づき、部隊又は
個人に対して意志を表示し、その意志
に従わせること。

　イ　統　御（リーダーシップ）
　　�　部隊及び隊員をして上下一体となっ
てその任務を忠実かつ積極的に遂行し
得るよう感化を与え、その能力を最高
度に発揮させること。

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　20,000 円

� 累　　計� 851,000 円

◇

卓　　話
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　　ウ　管　理（マネージメント）
　　　�　指揮官が人・物・金・時間・場所

等を適切に運用し、隊務の効率化を
推進すること。

２　統率者として具備すべき事項
（1）�人間・組織を知ること
　　ア　マズローの法則
　　イ　マクレガーのＸ・Ｙ理論
　　ウ　パレート（８０：２０）の法則　
　　エ　伝達・７掛けの法則
　　オ　組織の価値とは
（2）��具備すべき資質と識能
　　ア　鳥の目、虫の目、魚の目
　　イ　信頼される上司とは
　　ウ　理想のリーダーになるためには
　　エ　理想のリーダーとは

３　陸上自衛隊における統率の修練
（1）�段階的資質と識能の涵養
（2）�指揮官の資質・識能と統率の関係
（3）�問題解決能力と知的資質の関係
（4）�総合戦闘力の発揮

４　イラク人道復興支援活動における統率
（1）�軍隊のリーダーが背負っている責任、

性質は他の組織と異なり、国家の非常
時において直接事態を処理すること。

（2）�統率の失敗は、自分の死であり、部下
の死を意味する。戦闘、災害・海外派
遣の場において期待されるもの

　　　�→� 何よりも指揮能力、戦いに勝つ
力、任地において与えられた任務を完
遂、生きて連れて帰って来てくれる指
揮官こそが真に信頼されるリーダー。

５　まとめ
（1）�『リーダーが持つべき５つの顔』
（2）『ザ・ビジョン』：リーダーの仕事
（3）『変化できるものだけが生き残れる』　

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

（今週の担当：石田　謙二）
（カメラ担当：筒井　和彦）

＊3〜4月  例会卓話者予定＊�
３月29日� 観桜例会

４月５日　指定休会

４月12日　新会員　安福　竜介さん
　� （㈱中央館チェ-ン��代表取締役）　

４月19日� 指山建築ファクトリー　
� 代表取締役� 指山　康二�様

４月26日� 日本たばこ産業㈱��佐世保支店
� � 三浦雄一郎�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／4月 4 日㈫　17:00〜　〔予定〕
4月18日㈫　17:00〜　〔予定〕

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／3月23日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
会場／長崎国際大学�食堂

＊�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。

増本会長より杉本団長へ粗品進呈


