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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 ̶
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Club of Sasebo

は、年度の半期に於いてメークアップを含む当
クラブの例会の出席率が少なくとも50％に達し
ていないとき、当クラブの例会総数の30％に出
席していないときは、会員の身分を終結するこ
とが出来るとされています。最近では「Eクラ
ブ」でもメークアップが出来ます。Eクラブのウ
ェブサイトに示されている「議題」に意見などを
投稿し、「メークアップ証明書」の手数料金を支
払うと投稿アドレスに証明書が送付されるとい
う方法です。
　いずれにしても、例会出席を「義務」と考える
か「権利」と考えるかで気持ちも変わってくるの
ではないでしょうか。これからも皆さんと一緒
に「楽しみな例会」を作っていきたいと思いま
す。ちなみに髙田俊夫会員は「年間ホームクラ
ブ出席100％」を20年にわたり継続されていま
す。今後とも例会出席をよろしくお願いいたし
ます。

〔理事会報告〕
１．退会届について
　いちよし証券㈱　前田恭宏さん
　㈱十八銀行　　　古賀淳二さん	 【承認】
２．職場訪問について
　	日時／平成30年5月16日㈬　14:00〜
　「クルーズバス海風」にて市内観光	【承認】
３．本年度活動報告書提出について	 【承認】
４．第5・第6グループIM開催について
　	日時／平成30年5月12日㈯　14:00〜
　会場／長崎国際大学	 【承認】
５．4・5月例会プログラムについて	 【承認】
６．R奉仕プロジェクト委員会事業について
	 【協議】

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

	 会長　富永　雅弘
　ロータリーはまず「例会の出
席」からだと言われます。標準ロ
ータリークラブ定款の第9条に
出席に関する項目があります
が、その第1節に「各会員は本ク
ラブの例会に出席するものとす
る。」となっています。
　佐世保ロータリークラブの定款でも第12条･第
1節に、「各会員は本クラブの例会、本クラブの
奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に
参加するべきものとする。」となっています。ま
た、「連続4回例会に出席しなかったときは、理
事会が正当かつ十分な理由があると認めない限
り会員の身分を終結することが出来る。」とされ
ています。連続4回欠席すると会員の資格を失
うという規定は、ロータリー創立当初に設けら
れたもので、当時は「商取引」が会の目的だった
ことから、出席にルーズな者は取引相手にふさ
わしくないとの考えからだと思われます。
　この様にロータリーでは例会の出席を大変重
視しています。それは例会でロータリーの精神･
理念について理解を深め、会員との友情･親睦を
育み、それが会員個人の修練や奉仕活動へつな
がっていくという考えからだと思います。自己
修練や他者への奉仕には終わりがないことか
ら、米山梅吉さんは「ロータリーの例会は人生の
道場である」と語られました。
　また、例会に出席できなかったときは「メー
クアップ」が求められています。メークアップと
は辞書では、「化粧」の他に「取り戻す」、「埋め
合わせる」という意味があるようです。例会の
欠席を埋め合わせるのがメークアップです。佐
世保ロータリークラブの定款：第15条･第4節に
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　ホストクラブ／多久ロータリークラブ
　参加対象者／	ロータリアン、ローターアクト、

インターアクト、一般、青少年
　　　　　　　クラブ青少年奉仕関係2名以上
　登録料／各クラブ負担金
　　　　　　＠800円×3月1日現在会員数
　　　　　ロータリアン　1名　4,000円
　　　　　青少年　　　　1名　2,000円
　締め切り日／2018年4月20日㈮

６．長崎みなとロータリークラブ
	 	会長　松尾　龍彦さん
　事務所移転のお知らせ
　【新住所】〒851-0134　長崎市田中町586-9
　電話･FAX･メールアドレスの変更はございません。

７．大村ロータリークラブ
　週報No.26−29が届いております。

８．米山梅吉記念館	 理事長　積　惟貞さん
　①館報	2018	春号
　②賛助会入会の要請　1人	3,000円
　③春季例祭
　　日　時／平成30年4月21日㈯　14:00〜
　　会　場／米山梅吉記念館ホール
　　登録料／無料

９．長崎国際大学ローターアクト会員
	 	木村　綾介さん
　バックパッカー世界一周絵はがき
　MACHUPICCHUより

10．元名誉会員	現	陸上自衛隊久留米駐屯地
　　西部方面混成団長兼ねて久留米駐屯地司令
	 中澤　　剛	様
　西部方面混成団の移駐行事お礼状

11．佐世保市長	 朝長　則男	様
　	市制施行116周年記念式典及び市制功労者
　表彰式ご案内
　　日時／平成30年4月1日㈰　10:30〜12:00
　　会場／アルカスSASEBO

	 親睦活動委員会　委員長　坂本　　敏
　来週4月4日㈬	ホテルオークラ
JRハウステンボスで、観桜例会
を行います。只今68名の参加に
なっております。まだまだ参加
お願いします。

◯例会風景

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー平和センター担当部
　	2019年ロータリー平和フェローシップ申請書が
My	ROTARYより利用可能になりました。平
和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界平和
と紛争予防の担い手となる人材を育て、平和
推進者の世界的ネットワークを築く奨学金。
　ロータリー平和センター提携大学で学びます。
　申請期限：5月31日㈭　
　申 請 先：ガバナー事務所

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2018年4月のロータリーレートは、
　1ドル＝104円です。（参考：3月＝108円)

３．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

４．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
　　佐世保東ローターアクトクラブ
　　ローターアクト研修会実行委員長
	 松尾純一郎さん
　地区行事「ローターアクト研修会」のご案内
　日　時／平成30年4月15日㈰
　　　　　10:30点鐘　12:30終了予定
　会　場／長崎国際大学	2101教室
　登録料／2,000円（RA見学者無料）
　登録締め切り／4月4日㈬

５．第2740地区ガバナー	 駒井　英基さん
　　青少年奉仕統括委員長	 奥村　　豊さん
　　地区RYLA委員長	 山口　宏二さん
　　RYLA実行委員長	 野中　保圀さん

（多久RC）
　	第39回RYLA開催のご案内（ロータリー青少年
指導者養成プログラム）
　日時／2018年5月26日㈯〜27日㈰【1泊2日】
　会場／多久町公民館･東原庠舎（とうげんしょうしゃ)

幹 事 報 告

委員会報告
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朗遊会幹事　大久保利博
第4回朗遊会、市内8RC親睦ゴ
ルフ大会	同時開催のご案内
　日時／2018年4月22日㈰
　場所／佐世保カントリー倶楽部

前田　恭宏さん
　ロータリーの皆さんには2年間
という短い期間でしたが、大変
お世話になりました。この間、
佐世保と東京の往復で休日の行
事に参加することができず申し
訳なく思っています。私の転勤の際は、為替市
場、株式市場が大きく荒れ、その後、ゆるやか
に落ち着き回復しました。ご参考までに…。
　最後に、佐世保ロータリークラブの今後のご発
展と会員の皆様、そしてご家族のご健康をお祈
りし、退会のご挨拶とさせて頂きます。ありが
とうございました。

古賀　淳二さん
　本来、皆様の前でご挨拶させて頂かないとい
けないのですが、どうしてもスケジュールの都
合上お伺いすることができません。文書での挨
拶になったことを申し訳なく思っております。
　伝統ある佐世保ロータリークラブに入会させて
頂き、短い期間ではございましたが大変お世話
になり、ありがとうございました。クラブ活動
には思うように参加することができなくて皆様
にはご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し
あげます。
　今回の異動で4月2日より長崎の㈱十八総合リ
ースに勤務することになりました。当社は、佐
世保支店もありますので引き続きよろしくお願
い致します。本当にありがとうございました。

	 出席例会委員会　長浜　陽介
◯永年会員表彰
　円田　三郎さん（52回）、山縣　義道さん（35回）
　森　　信正さん（34回）

	 親睦活動委員会　福田　金吾
◯結婚記念月のお祝い
　山下　尚登・智子　さん	ご夫妻（5日）
　中川　知之・ヒサ子さん	ご夫妻（18日）
　長島　　正・圭子　さん	ご夫妻（18日）
　梅村　良輔・涼子　さん	ご夫妻（25日）

　菅沼宏比古・美砂子さん	ご夫妻（25日）
　芹野　隆英・洋司枝さん	ご夫妻（26日）
　加納洋二郎・眞理　さん	ご夫妻（30日）

	 親睦活動委員会　安福　竜介
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、大久保利博さん
草津　栄良さん、安福　竜介さん
高畑　和憲さん、廣瀬　章博さん
岩㟢　友晴さん、筒井　和彦さん
福田　金吾さん、米倉洋一郎さん
西田　勝彦さん、木下　貴夫さん
中嶋　　徹さん、納所　佳民さん
円田　浩司さん、吉澤　俊介さん
大神　吉史さん、坂本　　敏さん
福田　金治さん、安部　雅隆さん
平尾　幸一さん、田中丸善保さん
黒木　政純さん、松本　英介さん
加納洋二郎さん、有薗　良太さん
古賀　　巖さん、川添　秀則さん
長浜　陽介さん
　萩原多恵士さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

米倉洋一郎さん
　朗遊会にて優勝しましたのでニコニコします。

池田　　豊さん、坂本　　敏さん
　朗遊会にて入賞しました。

中川　知之さん、菅沼宏比古さん
芹野　隆英さん、加納洋二郎さん
　結婚記念月のお祝ありがとうございます。

円田　三郎さん
　永年会員のお祝いありがとうございます。

納所　佳民さん、前田　恭宏さん
　3月の誕生祝いを頂きました。先週の例会を欠
席していましたので、ニコニコさせて頂きます。

朗遊会より

慶　　　祝

ニコニコボックス	 本日合計	 　42,000 円

	 累　　計	 960,000 円

◇

ニコニコボックス

退 会 挨 拶
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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：西田　勝彦）
（カメラ担当：木下　貴夫）

	 ソングリーダー　黒木　政純

「なごり雪」合唱	
作詞・作曲：伊勢正三

1974年3月12日、かぐや姫のアルバ
ム『三階建の詩』の収録曲として
発表された。
日本の早春を代表する歌の一つとして歌い継がれ、
さまざまなアーティストによってカバーされている。

『安心･安全･健康に暮らせる
　　社会の実現に向けて』

　　会員　萩原　多恵士さん
　 （損害保険ジャパン日本興亜㈱）

●VUCAの時代　〜	環境認識	〜
　現代は、VUCAと呼ばれる不安定（Volatility）
で不確実性（U n c e r t a i n t y）が高く、複雑
（Complexity）かつ曖昧（Ambiguity）な時代と言わ
れています。少子高齢化、人口減少社会の到来に
よる国内損保市場の縮小、世界レベルでの気候変
動による自然災害の常態化、テロ攻撃をはじめと
した情勢不安、さらには貧困や人権問題など、本
当にさまざまな社会的課題が顕在化してきていま
す。加えて、テクノロジーの進化とライフスタイ
ルの多様化に伴う課題も表面化してきており、
「デジタル･ディスラプション（破壊）」、すなわ
ち、指数関数的に進化するテクノロジーとそれに
伴うお客さまの行動変化は、社会的なインパクト
が非常に大きい破壊的なイノベーションであると
考えます。今、世界では「第4次産業革命」とも
呼ばれるビッグデータ、AI（人工知能）、IoT
（Internet	 of	 Things）などのデジタル技術の進化
やモバイルの普及によって、グローバルベースで
産業構造が激変するリスクとチャンスの時代が到
来したと言っても過言ではありません。当社
SOMPOホールディングスグループの主要事業で
ある保険事業も、5年以内に激しくディスラプト
（破壊）される可能性があると考えています。

●「安心･安全･健康のテーマパーク」とは
　何が起こるかわからない時代の中で、当社グル
ープは、「安心･安全･健康」のテーマのもと、保
険を基盤とした幅広い事業展開やデジタル技術の

＊4月  例会卓話者予定＊	

４月11日	 佐世保税務署
	 　　　　　署長	 三本松宏泰	様
４月18日	 子供食堂

「親子いこいの広場	もくもく」
	 　　　　　代表	 数山　有里	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17日㈫　休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／４月12日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
日時／４月26日㈭　19:00（食事）〜
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。

活用により、お客さまの幅広いライフステージや
日常生活において最高品質のサービスを提供し、
お客さまの幸せな人生をサポートする「安心･安
全･健康のテーマパーク」への進化を目指してい
ます。一流のテーマパークでは、優れたサービス
が提供され、アトラクションに乗っている「オ
ン」の時間だけでなく、乗っていない「オフ」の
時間も来場するお客さまを楽しませています。当
社グループに置き換えてみると、例えば一般的な
損害保険は、1年間の保険契約であり、毎年契約
を更新する仕組みとなっており、一方で、保険金
をお支払いする事故は、多くのお客さまにとって
はそれほど頻繁に起こるものではなく、お客さま
と接する「オン」の時間は限られています。当社
グループは、お客さまと接点を持たない「オフ」
の時間を「オン」の時間に変える、例えば、介護
･ヘルスケア事業などの「新たな事業･サービス」
の展開や、テレマティクス保険に代表されるデジ
タル技術を活用した「保険の新たなカタチ」、顧
客体験価値を向上させる商品およびサービスの開
発を通じて、お客さまに新たな「安心･安全･健康」
の体験価値を届けていくことを目指しています。

卓　　話

歌の時間


