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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
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http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

ークラブは「札幌職能クラブ」へ、更には「札
幌水曜会」へと名称を変更しながらも例会を行
いました。解散したクラブも自らロータリーの
名称を外すかわりに、その精神･綱領･組織を温
存することを意図しており、何らかの活動を行
っていたようです。「自主解散」であったからこ
そ可能であった行動でした。
　戦後1947年に「ロータリー復帰協議会」が発
足し、日本のロータリークラブの国際ロータリー
への復帰運動が始まりました。幾多の困難を乗
り越えて1949年に東京、大阪、福岡など7クラ
ブが復帰を果たしました。戦時中も活動を継続
していたことが復帰承認に功を奏しました。
　1951年2月21日、まさに67年前のこの日に福
岡ロータリークラブをスポンサーとして、佐世保
ロータリークラブが創立されたのでした。この時
の創立の想いが糧とな
り、素晴らしい歴史をつ
くり続けることが出来た
のだと考えます。
　本日は創立記念日例会
です。先人たちに感謝し
ながらクラブ創立を祝い
たいと思います。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯例会風景

	 会長　富永　雅弘
　今月はロータリーの「世界平和
の月間」です。第2次世界大戦の
影響により、世界各国のロータ
リークラブが解散に追い込まれま
した。日本では1920年に東京ロ
ータリークラブが設立された後、
相次いでロータリークラブが設立されました。
しかしながら世界情勢の変化を受けて、しだい
に思想･結社･社会運動に対する制限が厳しくな
りました。
　特にロータリーの活動に対しては、「ロータリ
ークラブはアメリカに本部があり、スパイ活動
を行っている」などの誤解や偏見がありました。
　この様な疑いに日本のロータリークラブは「ク
ラブの日本化」に取り組みました。「ロータリー
の思想は二宮尊徳の教えに通じる」という講演
を行い、英語で歌っていたロータリーソングを日
本語で作りました。「奉仕の理想」や「我等の生
業」はその流れの中で生まれたものです。ま
た、米山梅吉さんもラジオ放送を通じてロータ
リーの健全性と正当性を社会に訴えました。
　こうした取り組みにも関わらずロータリーへ
の圧力は収まらず、国際ロータリーを離脱して
ロータリークラブを解散する動きがみられるよう
になり、東京ロータリークラブも1940年9月に解
散してしまいました。海外でもヨーロッパを中
心にロータリークラブは解散しましたが、ヨーロ
ッパでは国家権力による「強制解散」であった
のに対し、日本では「自主解散」でした。この
ことは後に大きな意味を持ってくるのです。
　戦時中も約半数のクラブは解散することなく
懸命に活動を継続していました。札幌ロータリ
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★第67回創立記念日例会★

例 会 記 録

佐世保RC創立67周年
記念「まんじゅう」
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６．東京後楽ロータリークラブ
　�クラブバナー　松尾慶一会員メークアップ訪問
の折

７．海上自衛隊佐世保地方総監	 菊地　　聡	様
　佐世保音楽隊演奏会
　　日時／平成30年4月13日㈮
　　　　　19:00〜21:00（開演18:00）
　　会場／アルカスSASEBO

８．陸上自衛隊西部方面混成団長
	 	一等陸佐　中澤　　剛	様
　西部方面混成団感謝の夕べ�行事中止のお詫び状

2018〜2019年度	地区幹事	 増本　一也
地区チーム研修セミナーを終えて
　先日の2月18日㈰に開催されま
した「地区チーム研修セミナー」
は、次年度、福田ガバナーエレ
クトの最初の事業です。
　当日、リハーサルから参加して
頂いた、遠田公夫実行委員長を始め、芹野隆英
担当副幹事、司会役の坂元�崇担当副幹事、そし
て、石井正剛事務局長や副幹事の松尾文隆さん、
松尾慶一さん、納所佳民さん、ガバナー月信の
中村徳裕委員長、平尾幸一副委員長、懇親会でソ
ングリーダーを務めて頂いた橘髙克和地区大会実
行委員長、締めのご挨拶をしてくれた古賀�巖
会長エレクト、最初から最後まで接待に徹して
くれていた富永会長、加納洋二郎会員増強委員
長、古賀久貴副幹事、本当にありがとうござい
ました。皆さんには、改めて心より感謝です。
お陰さまで、大変素晴らしいスタートがきれた
と思います。
　特にリハーサルでは、芹野君が担当副幹事と
して、舞台監督の様にてきぱきとした指示で指
導力を発揮され、素晴らしい内容になりまし
た。又、当日出席されたガバナー補佐、地区委
員長の方にも、「佐世保RCの若手の人達はすご
いね」とお褒めの言葉を頂き、改めて佐世保RC
の底力を感じた一日でした。
　福田ガバナーエレクトと共に、皆様には大変
感謝です。次は3月18日㈰、PETS（会長エレク
ト研修セミナー）です。これからもよろしくお願
いします。

� 出席・例会委員会　高畑　和憲
◯永年会員表彰
　池田　　豊さん（37年）

	 幹事　坂元　　崇
１．ロータリー財団より
　　メジャードナー�レベル2�寄付の認証式
　　�福田金治ガバナーエレクト�クリスタル楯、
ダイヤモンドのピン贈呈

２．第2740地区ガバナーエレクト	 福田　金治さん
　　地区研修･協議会実行委員長	 長島　　正さん
　　ホストクラブ佐世保RC会長	 富永　雅弘さん
　�2018〜2019年度地区研修･協議会開催のご案内
　　日時／2018年4月15日㈰
　　　　　13:00受付�14:00開会�18:10閉会予定
　　場所／ホテルオークラJRハウステンボス
　　当日プログラム　別紙の通り
　　登録料／9,000円/名
　　�クラブ出席会員／会長･幹事･クラブ管理運

営委員長･会員増強委員長･公共イメージ委
員長･ロータリー財団委員長･奉仕プロジェ
クト委員長

　　締め切り日／3月14日㈬迄

３．第2740地区ガバナーエレクト	 福田　金治さん
　　次年度地区幹事	 増本　一也さん
　�2018年〜2019年度ガバナー補佐訪問、ガバナー
公式訪問についてお知らせ
　　佐世保RC予定
　　�第5グループ�山㟢　弘（平戸RC）ガバナー補

佐訪問クラブ協議会��7月25日㈬
　　�佐世保RC･佐世保西RCと合同ガバナー公式
訪問　8月8日㈬

　　�公式行事等でご都合の悪い時は、3月20日
㈫までに、ガバナーエレクト事務所まで返
信用紙にてご連絡ください。

４．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
　「�ハイライトよねやま�Vol.215�2018年2月14日」
が届いております。

５．地区ローターアクト委員長	 松尾　慶一さん
　　地区ローターアクト代表	 峯　　将洋さん
　　年次大会実行委員長	 堀山　幸平さん
　第2740地区ローターアクト第36回年次大会　
　仮登録のご案内
　　日程／1日目：6月 9日㈯�15:00〜�開会式
　　　　　2日目：6月10日㈰�12:30�全日程終了
　　会場／セントヒル長崎
　　登録料／別紙
　　登録締め切り／3月15日㈭

慶　　　祝

幹 事 報 告

次年度報告
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◯出席100％表彰
　木村　公康さん（20回）� 古賀　　巖さん（20回）
　円田　浩司さん（14回）� 大久保利博さん（6回）
　池田　真秀さん（4回）� 吉田　英樹さん（4回）
　大神　吉史さん（4回）� 廣瀬　章博さん（2回）
　安福　竜介さん（1回）

	 親睦活動委員会　赤木　征二
2018-19年度ガバナー　福田　金治さん
2018-19年度地区幹事　増本　一也さん
　先日の「地区チーム研修セミナー」2018-19年
度最初のガバナー事業として、皆様のご協力の
お陰で素晴らしいスタートが飾られました。
　ありがとうございました。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、米倉洋一郎さん
福田　金治さん、筒井　和彦さん
德川　晃尚さん、山縣　義道さん
古賀　　巖さん、増本　一也さん
岡　　英樹さん、円田　浩司さん
佐々木秀也さん、橘髙　克和さん
松尾　文隆さん、赤木　征二さん
西田　勝彦さん、田中丸善保さん
大久保利博さん、平尾　幸一さん
安福　竜介さん、福田　金吾さん
廣瀬　章博さん、加納洋二郎さん
玉野　哲雄さん、石井　正剛さん
　松本英介さんの卓話に期待してニコニコします。

池田　　豊さん、古賀　　巖さん
円田　浩司さん、大久保利博さん
池田　真秀さん、吉田　英樹さん
廣瀬　章博さん、安福　竜介さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

第67回創立記念日例会卓話
『とまり木が欲しい』

　　会員　松本　英介さん
　　（ 司法書士／松本英介・久家和人
　　　事務所代表者）

　佐世保ロータリークラブが創立されたのは、
1951年（昭和26年）の2月21日、この頃私は東京
の杉並区で暮らしていました。この年は大雪で
かなりの積雪があったことを記憶しております
ので、佐世保も相当寒い冬だったのではないで
しょうか。昭和26年は戦後の混乱期であり、こ
の年ぐらいまではタクシーが木炭を焚いて走っ
ていたかと思います。
　今日は、創立記念日例会の卓話ということで
まず次の３つの点からみてお話しをしたいと思
います。第１が日本の戦前・戦後のロータリー
クラブの状況、第２がRIの動向、第３が日本人
の心情についてです。
　日本のロータリーは、米山梅吉さんの東京ロー
タリークラブの開所が1920年（大正９年）で、それ
から拡大していきました。その後、国際情勢が悪
化し、20年後の1940年（昭和15年）になりまし
て、日本のロータリークラブは廃会（解散）をいた
しました。戦争が終わりましてから復帰しようと
いう機運が高まりますが、なかなかパージ（公職
追放）の関係、人材のほうも大変だったというの
もありまして、紆余曲折があって昭和24年、25年
ごろ復帰が認められるということになりました。
　２番目の「RIの動向」についてですが、お配
りした資料を見ていただきたいと思います。毎
年度の初めにRI会長から出されるターゲットや
テーマは、会長の抱負を端的に語るとともに、
そのロータリー年度の進路を示すもので、1949
〜50年度に初めてR I会長の目標が示されまし
た。しかし、1953〜54年度までは公式訳文があ
りませんでしたので原文を紹介します。

1950～51年度 Arthur Lagueux Goals for :1950－
1．In�club�service�we�must�beget�our�heirs.
2．�In�vocational�service�honesty�is�still�the�best�
policy.

3．�In� community� service� we� can� plan� for� the�
future.

4．�In� international� service� we�must� reexamine�
our�world.

5．�And� finally� we� can� extend� the� influence� of�
Rotary.

　アーサーラグーRI会長は、論理実証主義とい
う哲学の思想の影響を受けた方で「実行の伴わ

ニコニコボックス� 本日合計� 　36,000 円

� 累　　計� 800,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
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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

（今週の担当：田中　信孝）
（カメラ担当：德川　晃尚）

ない理想は有害無益である」という考え方です。
　この原文について、日本のロータリークラブで
紹介されたアーサーラグーRI会長のターゲット
は次のようになっています。
1．�シニア及びアディショナルメンバー制を活用
して若い会員を増加すること。

2．四つのテストを用いて不正と戦うこと。
3．�所在都市地域の最も欠けている社会奉仕に全
力をそそぐこと。

4．�国際問題の理解に努め知識を養うこと。
5．�１日１つ以上、年間365以上の新クラブをつ
くること。

　ここで、原文5.のターゲットを訳してみると
「斯くしてロータリーの影響力を拡大することが
できる」となり、日本で紹介された表現とは大
きく違うと思います。英文もおかしいのです
が、日本の表現もまるっきり違うんですね。日
本で紹介されたターゲットは努力目標といった
感じがします。混乱期の中でこういうこともあ
ったのではないかと思います。
　３番目は日本人の心情です。戦争が終わった
途端に学校から「国連軍が見たら野蛮だと思わ
れるから裸足は禁止、靴をはくように。それか
らシャツは白のカッターシャツ、ズボンは黒の
長ズボンを着用するようにとお達しがきました。
　学校には教練という科目がありました。教練
は退役軍人が刀をさげて軍服で学校に来て軍事
教練をするんです。それが終戦になって教練と
いう教科が聖書に変わりました。
　また、国連軍が土足で自宅に上がり込んでく
ることについても大人も子供も抵抗がありませ
んでした。ロータリークラブができることにつ
いても変わり身の早さといいますか、何の抵抗
もなくできていったのではないかと思います。
　最後に、なぜ今日の卓話のタイトルを「とま
り木が欲しい」としているかというところで
す。私は日本のロータリーの職業奉仕の進んで
いるところを、世界のロータリークラブに広め
る努力をするという方向性を示すことが正しい
のではないかと思っています。
　しかし、「日本のロータリーはガラパゴス化し
てしまう」と表現した論文もございます。
　もし、日本のロータリーが後ろ向きのビジョ
ンでガラパゴスになるのだったら、私は一頭の
老いたるイグアナに甘んじたいと思います。海
の中をスイスイ泳ぐような元気はありませんの
で、せめて「とまり木」が欲しいなということ
でタイトルといたしました。

＊3月  例会卓話者予定＊�

３月７日　佐世保中央病院�
� 小児科診療部長� 山田　克彦�様

３月14日　新入会員卓話� � 安部　雅隆さん
（長崎国際大学　准教授）

３月21日　祝日休会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／3月6日㈫・20日㈫　�例会休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／3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

＊�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。

福田金治ガバナーエレクト事務所　地区行事
2018-2019年度 地区チーム研修セミナー

日時：2018年2月18日㈰
会場：ホテルオークラJRハウステンボス

福田金治
ガバナーエレクトより

「RI会長テーマ
 ネクタイ・バッジ」


