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Club of Sasebo

キスパートであり、「会場監督」も今年で4回目
であり、クラブ運営の実務に精通されています。
　「還暦」は満で60歳であり、この歳で干支が一
巡し暦が戻ることから還暦と言われています。
長富さんは2005年、木村さんは1998年、私は
1997年の入会です。「赤ん坊に戻る年」ですの
で初心に戻って頑張るのみです。
　長寿の祝いは、百歳を超えても108歳の「茶
寿」、111歳の「皇寿」、112歳の「珍寿」、118歳の
「天寿」、121歳の「大還暦」と続きます。当クラブ
の最年長会員である佐々木秀也さんをはじめ先輩
会員の皆様方のご長寿をご祈念申しあげます。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　名誉会員
　陸上自衛隊西部方面混成団長兼ねて
　相浦駐屯地司令	 中澤　　剛	様
◯ゲスト
　陸上自衛隊相浦駐屯地
	 大塚　伸雄	様、深江　則弘	様
◯ビジター
　伊万里RC	 白川　十郎さん
	 一ノ瀬芳信さん
　佐世保東RC	パストガバナー	 市瀬久米嘉さん

	 幹事　坂元　　崇
１．第2740地区 2018-19年度ガバナーエレクト
 福田　金治さん
　国際協議会出席報告

 会長　富永　雅弘
　本日は11時より亀山八幡宮に
て恒例の長寿祈願を行ってまい
りました。本年は、円田三郎パ
スト会長が「卒寿」、岡パスト会
長が「傘寿」、米倉さんが「古
稀」、長富さん、木村さん、私が
「還暦」の賀寿となります。
　「卒寿」は数え年で90歳であり、卒の漢字が九
と十を重ねた形であることから卒寿というよう
になったものです。人生を卒業するなどという
意味合いに捉えることは全くの誤りです。円田
三郎パスト会長は、1966年のご入会で、現在は
有りませんが当時の「実業専門」･「学生招待」･
「四テスト」などの委員長を歴任の後、1989年
に会長に就任されました。その後も理事･監事を
務められ昨年の地区大会ではロータリー在籍51
周年の表彰を受けられています。
　「傘寿」は数え年で80歳であり、漢字の傘の略
字が八と十を重ねた形であることから傘寿とな
ったものです。「傘が開く」「末広がり」などのお
めでたい意味合いがあります。岡パスト会長
は、1978年のご入会で、「インターアクト」･「親
睦」･「会報」･「会員増強」などの委員長を歴任の
後、1998年、会長に就任されました。その後も
理事･監事を務められ、本年でロータリー在籍40
年目を迎えられます。
　「古稀」は数え年で70歳であり、古来の古とめ
ったにないという意味の稀の合わせ語で、「珍し
いほどの長生き」という事です。中国の詩人「杜
甫」の漢詩の中の「人生七十古来稀」から来てい
ます。米倉さんは、1989年のご入会で、「出席」･
「親睦」･「例会」などの委員長を歴任の後、2003
年に幹事を務められました。「クラブ奉仕」のエ
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③全員の「マイロータリー」への登録の促進
④クラブの活動実績の外部への広報

「BE THE INSPIRATION」の解釈について
　国際ロータリーのテーマは、毎年国際協議会
の開会式で発表されます。本年は1月14日に発
表されました。
　テーマの「BE	THE	INSPIRATION」の日本
語訳「インスピレーションになろう」はどういう
ことを意味しているのか分からないというの
が、日本のガバナーエレクトの意見でした。
　「インスピレーション」は日本では一般的に
「ひらめき、思いつき」と訳されていますが、
研修で「インスピレーション」には『鼓吹･激励･
実行する人になろう』という意味もあると言わ
れました。日本のガバナーエレクトの皆様とも
相談し、1つだけの解釈にされなかったのは、
自分自身が必要と思われるロータリー活動をし
て欲しい為に1つの解釈に固定されなかったの
ではないか、という結論に達しました。

	 出席・例会委員会　福田　金吾
◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（34年）
　遠田　公夫さん（31年）
　橘髙　克和さん（31年）
　井手　孝邦さん（29年）
　下田　弥吉さん（28年）
　梅村　良輔さん（27年）
　長島　　正さん（25年）
　石井　正剛さん（25年）
　円田　　昭さん（25年）
　田中丸善弥さん（24年）

	◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん（40回）

２．台南RC
　　年賀状が届いております。

３．佐世保南RC 会長　小川　　信さん
　　60周年記念事業実行委員会
 委員長　國㟢　忠臣さん
　	創立60周年記念式典・祝賀会出席のお礼状が
届いております。

４．陸上自衛隊西部方面混成団長兼ねて
　　相浦駐屯地司令 中澤　　剛 様
　西部方面混成団感謝の夕べご案内
　　日時／平成30年2月18日㈰　17:00〜19:00
　　場所／ホテルオークラJRハウステンボス
　　送迎バス／16:10	佐世保駅みなと口発

■親睦活動委員会 委員長　坂本　　敏
　朝から寒い中、長寿祈願祭に
多数お集まりいただき本当にあ
りがとうございました。
　夜の祝賀会も多数の参加予定
となっておりますので、みんな
で賀寿者の方々をお祝いしたい
と思います。

■出席･例会委員会 委員長　平尾　幸一
　4週間後の2月21日㈬	 12:30よ
り玉屋8階におきまして第67回
創立記念日例会を開催いたしま
す。過去最高の出席率を会員の
皆様とともに目指したいと思い
ますので、スケジュールの調整
を宜しくお願いします。

第2740地区 2018-19年度ガバナーエレクト
 福田　金治さん
国際ロータリーの運営方針
　1月のサンディエゴでの国際協
議会で次年度RI会長が発表され
た国際ロータリーの運営方針を
説明します。
①	2017年9月に発表された「ロー
タリービジョン声明」に従ってR Iは活動する
ので、各クラブもこの声明に伴って活動して
ください。
②	10月24日は「ロータリーDAY」なので、その
日に合わせて各クラブで事業をして欲しい。

委員会報告

その他の報告

慶　　　祝
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『東シナ海安定の総合戦略』

　名誉会員
　陸上自衛隊西部方面混成団長
　兼ねて相浦駐屯地司令

　　中澤　　剛 様

　昨年の3月23日に佐世保に着任しまして、ち
ょうど10ヵ月が経過しました。一般に「楽しい
時が過ぎるのは早く感じる」と言われますが、
まさにあっという間の10ヵ月でありました。
　これもひとえに、会員として佐世保RCへ加
えていただいたこと、とりわけ囲碁・将棋同好
会に参加させていただいたおかげであると思っ
ております。

　本日は、3年ほど前に『週刊東洋経済』に寄稿
しました「日本の強みを生かした東シナ海安定
の総合戦略」という小論をベースに卓話をさせ
ていただきます。
この小論の基調には
①	陸上自衛隊は普段一般の目に触れにくいとこ
ろで活動しているが、実は陸自がそこにいる
こと自体が抑止力として機能している
②	そして従来より日本の防衛の空白地帯であ
った南西諸島に対し、いかに効率的に部隊
を配置し抑止力を高めていくかが喫緊の課
題である
という認識があります。

（以下、当該記事からの抜粋）
■安上がりな抑止目指す「オフセット戦略」とは
　米国では財政上の要請等から、資源をコアコ
ンピタンスに集中し相手の優位性を相殺するこ
とで、経済的に相手を抑止するという「第3の
オフセット（相殺）戦力」が注目されている。

卓　　話
親睦活動委員会　前田　恭宏

佐世保東RC パストガバナー 市瀬久米嘉さん
　今年初めてのメークアップです。本年も宜し
くお願いします。

ガバナー補佐（伊万里RC）　白川　十郎さん
　第4グループガバナー補佐の白川です。本日
はガバナーエレクト福田金治様にIM実行委員長
と二人で、ご挨拶にお伺い致しました。また、
その節は佐世保の兄貴も大変お世話になってお
りました。よろしくお願い致します。

伊万里RC　一ノ瀬芳信さん
　初めてメークアップさせて頂きます。第4グル
ープIMにて福田ガバナーエレクトにはお世話に
なります。よろしくお願いします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、井上　斉爾さん
増本　一也さん、黒江　章雄さん
廣瀬　章博さん、大神　吉史さん
松尾　　貴さん、古賀　　巖さん
松尾　文隆さん、橋詰　文雄さん
川口　博樹さん、橘髙　克和さん
梅村　良輔さん、福田　金治さん
平尾　幸一さん、吉澤　俊介さん
田中丸善保さん、筒井　和彦さん
中村　徳裕さん、石田　謙二さん
　当クラブ名誉会員でもあられます陸上自衛隊
西部方面混成団長兼ねて相浦駐屯地司令	中澤	剛
様の卓話に期待してニコニコします。

富永　雅弘会長、福田　金治ガバナーエレクト
山縣　義道さん
　第4グループガバナー補佐 白川十郎様及び伊万
里RC 一ノ瀬芳信様のご来訪を歓迎致します。

佐々木秀也さん、井口　東郎さん
　先週は誕生月のお祝いありがとうございました。

井上　斉爾さん、橘髙　克和さん
井手　孝邦さん、玉野　哲雄さん
長島　　正さん、円田　　昭さん
田中丸善弥さん、梅村　良輔さん
　永年会員表彰並びに出席100％表彰ありがと
うございます。

ニコニコボックス	 本日合計	 　42,000 円

	 累　　計	 688,000 円

◇

ニコニコボックス

12式地対艦ミサイル。南西諸島に複数配置すれば全域をカバー可能
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　日本は米国以上の厳しい財政状況下にあ
り、かつ、中国や北朝鮮の弾道ミサイル・長距
離巡航ミサイルの射程内という環境にある。従
って、我が国もまた資源をコアコンピタンスに
集中し、周辺国に対して経済的に最大限のヘッ
ジを考慮しなくてはならない。
　では「日本の防衛におけるコアコンピタンス
とは何か」と考えた場合、それは高度な技術力
もさることながら、日本列島の地理的特性にあ
るのではないかという点が指摘される。米国の
世界戦略にとって、西太平洋上に位置する日本
は、補給・修理・行動のための前方展開拠点と
して欠かせない。
　また、米国海軍大学のトシ・ヨシハラ教授
は、中国が「第1列島線」と呼ぶ日本列島-台
湾-フィリピン-インドネシアを結ぶ線を日米同
盟とそのパートナー国が確保して、対艦・対空
ミサイル、潜水艦等の装備を効果的に組み合わ
せれば、中国を東シナ海と南シナ海に封じ込め
る態勢を取ることができると指摘している。
　確かに、米国や自由主義的な価値観を共有す
る国々と連携し、次図のような態勢を整えるこ
とができれば、拒否的な抑止力を高め、力によ
る現状変更を試みる国を思いとどまらせる効果
があるだろう。つまり、米軍やパートナーとな
るべき国々と連携し、日本列島を強靭に防護す
ることを主眼として、技術的優位性を持つ分野
に資源を集中することが日本のオフセット戦略
になる。

■効果的に抑止しつつ協調的な関係を構築
　日本は対艦・対空ミサイル、通常型の潜水艦
などの高い技術を保持している。こうした分野
への優先投資とともに、これらをリアルタイム

＊2月  例会卓話者予定＊	

２月７日　会員卓話	 	 中嶋　　徹さん
	 （日本生命保険相互会社　支社長）

２月14日　会員卓話	 	 岩㟢　友晴さん
	 （九州電力㈱相浦発電所　所長）

２月21日　第67回創立記念日例会
　　　　　会員卓話	 	 松本　英介さん

２月28日　会員卓話	 	 赤木　征二さん
（JR九州ハウステンボスホテル㈱　代表取締役社長）

＊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6日㈫　17:00〜　〔予定〕
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

日時／2月20日㈫（テスト期間中の為）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月8日㈭　19:00（食事）〜　〔予定〕
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

日時／2月24日㈯　11:00（食事）〜　〔予定〕
　　　役員交代式
会場／長崎国際大学	食堂2階

＊	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。（出所）トシ・ヨシハラ教授の論文を基に著者作成

日本の地理的特性が強みになる
- 南西諸島に地対艦ミサイルを配置したイメージ-

で情報共有できるようにシステム連接すること
が重要である。さらに海上・航空戦力の基盤と
なる基地等をミサイル攻撃などから防護するた
めの措置を取り、有事の際、日本全体に予想さ
れる攻撃などから防護するため機動力の高い陸
上戦力をバランスよく配置すれば、効率的にヘ
ッジ態勢を構築できる。
　しかし、抑止の態勢を効率的に構築しつつ
も、周辺国との関係はあくまで協調を主体に考
えるべきである。例えば、成層圏に複数の広域
監視・通信中継飛行船などを浮かべ、日・中・
ASEAN・インド・オーストラリアなどが共同
で管理・運用し、東シナ海-南シナ海-インド洋
などの航路帯を共同監視するようにすれば、こ
れらの諸国が地域の安全のために協力すること
ができる。
　いささか理想主義的ではあるが、この構想が
実現すれば国際協調主義に基づく積極的平和主
義の好例になるだろう。
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■副会長挨拶　中村　徳裕
　本日、亀山八幡宮におきまして、賀寿をお迎
えになられた6名の皆様のご長寿の祈願を、41
名の皆様と共に無事済ませてまいりました。
　さて、私が佐世保RCに入会した17年前、初め
て出席した長寿祝賀会の思い出は鮮烈なもので
した。当時の会場は料亭「錦」。その時の私にと
って、歳をとると言う事は、どちらかと言うと
マイナスの事でした。しかし、その価値観が
180度変わる出来事が、この長寿祝賀会でした。
　賀寿を迎えられた先輩方には、「お爺さん」は
おられず、「かっこいい紳士」ばかり。しかもこ
こには厳然たる年功序列がありました。後継者
をきちんと育て、会長として、あるいはしかる
べきお立場で、人生を謳歌していらっしゃる。
本当にかっこいいと思いました。その想いは今
も変わっていません。
　佐世保RCに所属し、若い人に指導したり、と
きには自慢話をしたり、そういう相手がいるか
らこそ、このカッコいい年の重ね方ができるの
だと思ったわけです。私も、このようにカッコ
よく歳を重ねたいものだと思いました。
　本日、賀寿をお迎えになられました6名の皆
様、そしてご出席の皆さまの、ますますのご多
幸とご長寿を祈念いたしましてご挨拶とさせて
いただきます。

■賀寿者代表挨拶　岡　　英樹
　賀寿者を代表しての挨拶は、卒寿の円田三郎
さんがされるものと安心しておりましたが、今
夜はご欠席ということで、富永会長より「挨拶
をせよ」とのいいつけを受けまして、次の年長
者である私に順番がまわってきました。
　一言お礼のことばを申しあげます。
　本日は、私達の還暦、古稀、傘寿、卒寿の賀
寿のお祝いに際しまして、寒さが大変厳しい
中、午前11時より亀山八幡宮においての長寿祈
願祭、そして今夜はこのように盛大な祝賀会を
催していただきありがとうございます。また、
皆様からお祝いのおことば、お祝いの品をいた
だき、重ねて厚く御礼申しあげます。
　古来、人がこの世において求めてきたものは
煎じつめると、「愛」と「富」と「長寿」の3つで、
そのうち最も手に入れにくいものは「長寿」だ
といわれています。本日、お祝いをしていただ
いている私達6名は、幸いにも「健康」に恵ま
れまして還暦、古稀、傘寿、卒寿をそれぞれ迎

えることができました。かえりみますと、よく
もここまで生きながらえてきたものと実に感無
量でございます。こうして人並みに日々を送っ
ておりますのも、ひとえに皆様のご厚情の賜物
と心から感謝いたしております。
　還暦（60歳）から皇寿（111歳）まで長寿のこと
について書いてある中で、還暦のところには
「とんでもないとおい返せ」、古稀のところには
「まだまだ早いとつっ放せ」、傘寿のところには
「なんのまだまだ役に立つ」、そして卒寿のとこ
ろには「人生に卒業はない」とありました。
　私達は、それぞれこのような気持ちをもって
本日のお祝いを新たなる出発点として、皆様か
らいただきました温かいおことばを肝に命じ、
自愛自重いたしまして、楽しく明るく過ごしな
がらこれからの余生をおくり、天寿を全うした
いものと考えております。
　ここで、我がクラブで長寿祈願行事が行われ
ました経過について、松尾文隆さんのご尊父の
松尾一三さんが、30年前の昭和63年2月3日の週
報に掲載された一文がありましたので、その一
部を紹介して終わりたいと思います。
　「長寿祈願祭が行われましたのは、昭和36〜
37年度の富永会長が、昭和37年1月に2名の還暦
の方々を、八幡神社において長寿祈願を行われ
たのが第1回目で、昭和39年〜40年度の吉川会
長までの間は、それぞれ1月の例会日に長寿祈
願のみを行われていたのであります。
　昭和40〜41年度の犬塚会長の時から、2月の
第1例会日に長寿祈願が行われるようになり今
日に及んでいるのでありますが、夜の宴会が行
われるようになりましたのもこの年度からであ
ります」とありました。
　なお、この昭和63年2月3日の週報に賀寿者と
してお名前が掲載されている方のうち、現在の
会員と関係のある方としましては、傘寿に田中丸
善保さんのご尊父	田中丸善三郎さん、森　信正
さんの奥様のご尊父	森　繁さんが、還暦に田中
信孝さんのご尊父	田中　嵩さんがいらっしゃい
ました。また、当時は厄入りも一緒に行われてい
まして、そこに橘髙克和さんのお名前がありまし
たことも併せてご紹介いたします。
　私達6名は、皆様のご好意に報いるため、これ
からもロータリー活動につとめて参りますので、
何卒、今後共よろしくご指導くださいますよう、
お願い申しあげましてお礼の言葉とさせていただ
きます。本日は、誠にありがとうございました。

長寿祈願祭・祝賀会長寿祈願祭・祝賀会
【卒寿】円田　三郎さん　  【傘寿】岡　　英樹さん
【古稀】米倉洋一郎さん
【還暦】長富　正博さん、富永　雅弘さん、木村　公康さん

2018年1月24日㈬
〔祈願祭〕11:00  亀山八幡宮
〔祝賀会〕18:30  佐世保玉屋7階文化ホール 
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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

祈願祭　亀山八幡宮にて

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

副会長挨拶  中村 徳裕さん

乾杯　松本 英介さん

万歳　福田 金吾さん

賀寿者代表挨拶  岡　 英樹さん

司会
黒江 章雄さん

（今週の担当：筒井		和彦／カメラ担当：西田		勝彦）


