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Club of Sasebo

っているため、自分の契約に無い仕事や時間外は
やらない、仕事に対する使命感が比較的薄く、気
兼ねなく休暇を取る。日本人は元来勤勉であり周
囲との同調を大切にし、仕事に対する使命感も強
く休暇の取得に罪悪感を持つ人が多いといわれて
います。
　「日本人は働き過ぎ」という表面上の理由で、
休日を増やし残業時間を強制的に制限するという
机上の改革で、日本は今後とも先進国として発展
してゆけるのでしょうか。「奉仕の理想」や「我
らの生業」という日本独自のロータリーソングを
皆さんは如何考えられますでしょうか。

○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ビジター
　東京四谷RC	 伊賀　静雄さん（芳子夫人同伴）

	 東京四谷RC　伊賀　静雄さん
　東京四谷RCの伊賀で
す。本日、家内が佐世
保出身ということで、
メークアップにまいりま
した。皆様も東京四谷
においでの際は、是非、
メークアップにおいで
ください。本日はお世話になります。

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー日本事務局	業務推進･資料室
　	会員増強･新クラブ結成推進月間リソースのご案内

２．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　地区大会実行委員長	 田中　洋介さん
　	2017-18年度地区大会･親睦ゴルフ大会のご案内

	 会長　富永　雅弘
　本日は8月9日です。長崎原爆で
お亡くなりになった方々へ哀悼の
意を表したいと思います。
　8月11日は「山の日」です。な
じみが薄い祝日ですが2014年に
制定され、昨年から国民の祝日と
なりました。「海の日」に対抗し
て「山の日制定会議」という団体が国会に働きか
けて、祝日法を改定して実現したものです。
　当初祝日が無い6月に設けようとしていたもの
を、8月のほうが社会的な影響が少ない、お盆休
みに隣接させることで連休が増え経済効果が見込
める、という理由で8月のお盆前になったそうで
す。本来は8月12日にする予定でしたが、航空機
事故の命日と重なるので8月11日となりました。
　国会の議論では、「その日を国民の祝日とする
根拠が薄く、安易に祝日を制定すべきでない」、
また「日本は諸外国に比べて祝日が多すぎであ
り、休日が増える事は国力の低下につながる」と
いう否定的な意見もあったようです。
　因みに国民の祝日数を比較すると、インドは6
日、フランスとスペインは9日、アメリカと韓国
は10日であるのに対し、日本は17日と突出して
います。また、振り替え休日やハッピーマンデー
の制度で、月曜日を休日にして3連休を多く設け
ることもなされています。月曜日が休みになると
学校のカリキュラムで月曜日の授業が遅れる、病
院が3連休になると困るといった副作用もあるよ
うです。佐世保北ロータリークラブは例会が月曜
日ですが、年間の例会数は43回と我がクラブの
47回と比べて4回も少なくなっています。
　しかしながら、日本人が休み過ぎとの印象があ
まり無いのは何故でしょうか。有給休暇の取得を
見てみると、ヨーロッパの国々ではほぼ100％で
あるのに対し、日本では50％程度だそうです。
ヨーロッパでは契約により自分の仕事が明確にな
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というご指摘を頂きました。
　確認しましたところ、現行の
規定では「クラブが作成する資
料や通信物においてはクラブ名
を必ず入れる必要がある」との
決まりになっているようです。
具体的には「Rotary」の文字の上か下に「Club 
of Sasebo」ないし「佐世保ロータリークラブ」
という表記を入れる必要があるということにな
ります。
　これに即しまして、現在、ホームページ及び
週報の見直しを行っております。

■インターアクト･青少年活動委員会
	 委員長　有薗　良太
インターアクト年次大会
　7月29日㈯有田ポーセリンパー
クを会場に、年次大会が開催さ
れました。テーマは「共感 —
Sympathy」で、ホストクラブは
有田工業高等学校IAC、コ･ホス
トクラブ：武雄高等学校IACと唐津西高等学校
IACでした。
　西海学園IAC 2名、引率の林田先生、佐世保RC
から有薗が参加しました。基調講演は、西九州大
学健康福祉学部教授	滝口	真氏が「福祉のここ
ろ」をテーマに講演されました。人を援助するこ
と、ボランティアの心、人生の四季に生きる等、
滝口氏の経験を踏まえた視点での講演でした。
　分科会は、「企業運営と共感」「社会貢献と共
感」「コミュニケーションと共感」の3つに分か
れて行われました。第1分科会では、社会ボラ
ンティアと寄付金について、第2分科会では、
自分の進みたい企業像とこれからの社会にあっ
てほしい企業について、第3分科会では、有田
の歴史の特徴と有田焼について、それぞれ、意
見を互いに出し合い、まとめました。
　優秀IAC賞は聖和女子学院が2部門、島原中央
高校が1部門、受賞
しました。西海学
園の生徒たちは、
他クラブの盛んな
活動に刺激を受け
ました。今後のク
ラブ運営に大変参
考になりそうです。

朗遊会幹事　大久保利博
　第１回朗遊会を下記の通り開
催致します。まだ余裕がありま
すので、積極的なご参加をよろ
しくお願い致します。
　日程／平成29年8月26日㈯
　スタート時間／	イン、アウト	各スタート時間12：45

　　日時／2017年11月17日㈮
　　　　　17:00〜	地区指導者育成セミナー
　　　　　18:00〜	RI会長代理歓迎晩餐会
　　　　　会長代理　酒井正人	氏（RID2510）
　　会場／ホテルニューオータニ佐賀

　　日時／2017年11月18日㈯
　　　　　12:30〜		本会議
　　　　　　　　　会場：佐賀市文化会館
　　　　　15:00〜		記念講演　櫻井よしこ氏
　　　　　18:30〜		記念懇親会	
　　　　　　　　　会場：マリトピア

　　日時／2017年11月19日㈰
　　　　　8:56〜	親睦ゴルフ大会
　　　　　　　　 会場：佐賀クラシックゴルフ倶楽部

　　登録料／大会	10,000円（青少年･家族無料）
　　　　　　懇親会	7,000円		親睦ゴルフ	5,000円

３．第2740地区職業奉仕委員長	吉岡　義治さん
　職業奉仕セミナー開催について（ご案内）
　　日時／2017年9月9日㈯　14:00〜17:00
　　会場／武雄センチュリーホテル
　　講師／	RI第2650地区パストガバナー
　　　　　刀根荘兵衛氏（敦賀RC）
　　クラブ出席者／クラブ職業奉仕担当理事（委員長）
　　　　　　　　		クラブ入会3年未満会員

４．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

５．諫早南RC	 幹事　中島　毅洋さん
　事務所開場時間について
　　開場時間／月･水	10:00〜16:00
　　	2017-18年度より、月2回例会を開催（第1･3

月曜日、祝祭日の場合は翌週に開催）

６．佐世保東RC	 	幹事　西畑栄一郎さん
　「	クラブ現況と活動計画書・報告書」が届きました。

■クラブ広報委員会	 委員長　吉田　英樹
　8月6日㈰に東彼杵町で「クラ
ブ奉仕戦略計画研修セミナー」が
開催されました。「My	Rotary」へ
の会員登録を勧める話がございま
した。当クラブでも登録手順につ
いて検討しておりますが、手続き
を進める際には皆さまのご協力をお願いします。
　また、ロータリー活動を長崎県にとどまらず
広域に紹介したい場合等は、地区に申し入れを
すると報道機関に依頼してくれることがあると
のことでした。

■クラブ会報･広報委員会	委員長　	筒井　和彦
　クラブのホームページで使用されているロー
タリーマークが古いままではないでしょうか、

委員会報告

朗遊会より
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　場所／佐世保カントリー倶楽部　石盛岳コース
　参加費／2,000円

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
囲碁･将棋大会開催のお知らせ
　中澤	剛西部方面混成団長兼ねて
相浦駐屯地司令をお迎えして、囲
碁・将棋大会を開催いたします。
団長は、将棋大会へ参加されます。
　日程は、9月1日㈮17:00頃よ
り、TULLY'S	COFFEE佐世保京町店で開催し
ます。食事は、大久保利博さんに美味しいとこ
ろを見繕っていただくことになっていますの
で、ご期待ください。大久保さんのご厚意によ
り、お店3階を貸切にしていただき、アルコール
の持ち込みも自由です。冷やかしの観戦のみの
参加も大歓迎ですが、食事の準備の都合があり
ますので、参加される方は予めご連絡ください。

	 井口　東郎
　「ここまで進化した胃がん・大
腸がんの化学療法」をテーマと
して、平成29年度第2回佐世保共
済病院市民公開講座を下記の日
時にて開催します。皆様のご参
加をお待ちしております。
　日時／平成29年8月19日㈯　14:00〜17:00
　会場／佐世保共済病院	８階	大講堂

	 クラブ会報･広報委員会　德川　晃尚さん
　今日は「ロータリーの友」7月
号を読んだ感想を発表したいと
思います。「ロータリーの友」に
「ロータリー･アット･ワーク」とい
うコーナーがあり、全国各地の
ロータリークラブの活動が掲載
されています。
　私の印象に残ったのは、新潟県の分

ぶんすい

水ロータ
リークラブがリオデジャネイロオリンピックの
メダリスト、カヌーの羽根田卓也選手を招き、
講演会と地元高校のカヌー部員たちとの交流会
を実現させたという報告。
　そしてもう一つスポーツ関連で、北海道旭川
西ロータリークラブがスキージャンプの髙梨沙羅
選手を招き、小･中･高生対象の講演会を開催し
たという報告です。共にロータリークラブが持っ
ているネットワークや講演会などを開催できる
力があって実現したということで、このような
活動もロータリークラブの大事な役割の一つであ
ると実感いたしました。

　いよいよ2020年は東京オリンピック。アスリ
ートとして世界の舞台での活躍を目指す子供た
ちに「夢」や「希望」を与えていくという部分で
ロータリークラブの活動に対する期待が大きく
なっていくのではないかと思っています。

	 親睦活動委員会　赤木　征二
○今月の誕生祝い
　溝口　尚則さん（4日）
　筒井　和彦さん（7日）
　橘髙　克和さん（8日）
　松尾　　貴さん（8日）
　萩原多恵士さん（10日）
　松尾　慶一さん（11日）
　木下　貴夫さん（26日）
　吉田　英樹さん（30日）

	 親睦活動委員会　萩原多恵士
井口　東郎さん
　佐世保共済病院市民公開講座(がんセミナー)を
佐世保市後援で開催致します。ご案内状をセル
フボックスに入れておりますので、この機会に
聴講いただきますようご案内致します。

親睦活動委員会　委員長　坂本　　敏さん
　親睦活動委員会の坂本です。我が委員会のエ
ース黒江さんが先週のニコニコにて、会員の方
の名前を間違えてしまいました。指導不足とい
う事でニコニコさせていただきます。

出席・例会委員会　委員長　平尾　幸一さん
　先週の出席率は80.00％でしたが、掲示板には
8.00％と誤って表示されていましたので、お詫
びとともに、ニコニコします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、黒江　章雄さん
安福　竜介さん、廣瀬　章博さん
福田　金吾さん、草津　栄良さん
米倉洋一郎さん、芹野　隆英さん
福田　金治さん、大久保利博さん
赤木　征二さん、筒井　和彦さん
佐々木秀也さん、德川　晃尚さん

ニコニコボックス

囲碁・将棋同好会より

その他の報告

雑誌の時間

慶　　　祝
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松尾　文隆さん、橋詰　文雄さん
増本　一也さん、石田　謙二さん
橘髙　克和さん、中村　徳裕さん
円田　浩司さん、吉田　英樹さん
梅村　良輔さん、中川　知之さん
西田　勝彦さん、有薗　良太さん
平尾　幸一さん、遠田　公夫さん
古賀　　巖さん、大神　吉史さん
　木下貴夫さんの卓話に期待してニコニコします。

木村　公康さん
　本日ご来訪の東京四谷RCの伊賀さんの奥様と
佐世保西高校の同級生です。久々にお会いでき
て感激し、ニコニコいたします。相変わらずお
美しいですね。

溝口　尚則さん、筒井　和彦さん
橘髙　克和さん、萩原多恵士さん
木下　貴夫さん、吉田　英樹さん
　誕生月のお祝いありがとうございます。

『エネルギーの自由化について』

　会員　木下　貴夫さん
　（西部ガス㈱　佐世保支店長）

　電力と都市ガスの自由化のねら
いは、「需要家の多様なニーズへ
の対応や他業種・他地域からの参入による事業者
の事業機会拡大」「エネルギー事業者間の競争や
他業種・他地域からの参入を促した料金の最大限
抑制」「震災時の経験を踏まえ、地域をつなぐ送
電網の増強や都市ガス導管網の整備・相互接続を
促進することによる安定供給の確保」です。
　経済産業省の委員会において、電力事業とガ
ス事業、または電力市場とガス市場の特性の違
いを踏まえて議論された結果、「作る（製造事
業、発電事業）」「送る（導管事業、送配電事業）」
「売る（小売事業）」の3つの新しい事業類型とな
りました。
　電力小売全面自由化後に小売電気事業者とし
て登録を行った新規参入者は、372事業者とな
っており、そのうち約7割が3大都市圏への参入
となっています。一方、平成29年4月からのガス
全面自由化後に小売ガス事業者として登録を行
った事業者は36事業者となっており、そのうち
約6割が3大都市圏への参入となっています。

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：木下　貴夫）
（カメラ担当：中嶋　　徹）

＊8〜9月  例会卓話者予定＊

８月23日	 佐世保市副市長	 山口　智久	様
８月30日	 English	Academy	Cultivate代表
	 	 中尾　李沙	様
９月６日	 佐世保市役所　まち整備課
	 	 課長　坂本　直之	様
９月13日	 長崎国際大学RAC
	 	 会長　瀧口　　瞭さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／9月5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／8月24日㈭	（夏休みの為）休会

日時／9月14日㈭　19:00（食事開始）〜
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。

　エネルギーが自由化されることで、電力や都
市ガスの参入事業者が増え、競争が活性化する
により料金が低減されることや電力と都市ガス
や、電力と携帯電話のセット割引等これまでに
ない新たな料金プランや付帯サービスが誕生す
ることが期待されています。
　西部ガスグループは、電力・ガス全面自由化
によるエネルギー間競争の激化をはじめとした
グループを取り巻く環境の変化を、新たな挑戦
の機会ととらえ、更なる成長の強化を図ります。
　当社は、一定程度ガス使用量の多いお客さまに
とって、より利用しやすい新料金メニューとして
『ヒナタメリット』を創設しました。ヒナタメリッ
トに申し込んでいただいたお客さまは、『ヒナタ
かけつけサービス』を利用することができ、ガス
と電気セットでの獲得が進むように、ガス料金に
も電気とのセット割引を設けました。
　お客さまの期待を上回るエネルギーとくらし
関連サービスのソリューション提案型企業グル
ープとして、更なる信頼を築いていき、『お客
さまから圧倒的な信頼をいただく、エネルギー
とくらしのサービス企業グループ』を目指して
いきます。	 以上

卓　　話

ニコニコボックス	 本日合計	 　42,000 円

	 累　　計	 254,000 円

◇


