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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日も、例会にご出席いた
だきありがとうございます。
　長崎県および、佐世保市の
コロナ感染レベルが、昨日の
夕方2-Ⅱに引き上げられまし
た。
　より感染防止対策を徹底しなければなり
ません。行動制限を伴う行政からの呼びか
けがあれば、例会開催についての対応も必
要となると思いますが、現時点では、感染
防止対策の徹底を図りながら、例会を開催
していく予定です。
　本日、会食中に、安部副幹事から繰り返
し注意喚起させていただきましたが、「マス
ク会食の徹底」つまり「お食事中は会話を
控えて黙食」「会話の際はマスクを着用」に
ついて、ご理解とご協力のほどよろしくお
願いいたします。
　来月8月3日にはガバナー補佐安部重幸様
をお迎えし、17日には佐世保西RC様との合
同公式訪問例会で、ガバナー上村春甫様を
お迎えする予定です。その際に、詳しくお
話しをうかがえると思いますが、心の準備
として、2022～2023年度の国際ロータリー
会長　ジェニファー・E　ジョーンズさん
が、 掲 げ て お ら れ る「DEI」、 多 様 性

（Diversity）、公平性（Equity）インクルージョ
ン（Inclusion・包括・包み込むこと）になじ
んでおく必要があるのかと考えています。

　その中でも、多様性・公平性・インクルー
ジョンを分かりやすく表すものが、「男性も
女性も区別なく」ということになるかと思
います。もちろん、かなり前から、ロータリー
は女性に対して門戸を開いているわけです
が、実際には男性の方が多くを占めている
のが現状です。
　上村春甫ガバナーは、地区活動及びクラ
ブサポートの重点項目の1番目に「女性会員
の増強と女性会員の積極性と帰属意識が醸
成されるような環境の整備」をあげておら
れます。
　ちなみに、佐世保市内8ロータリークラブ
では、現在のところ女性会員が所属してい
ない、あるいは所属したことが無いという
クラブは、当クラブを含めて2クラブとなっ
ています。
　公式訪問を前に、あらためて皆さんに共
有させていただきました。
　本日は、名誉会員 海上自衛隊佐世保地方
総監 海将  西 成人 様に、「ロシアによるウ
クライナ侵攻についての教訓」をテーマに
卓話をいただく予定です。ちなみに、海上
自衛隊の艦船には、女性も乗り組んでおら
れるということで、多様性・公平性・イン
クルージョンについても先進的な取り組み
をなされていると思います。では、本日も
よろしくお願いいたします。

《本　　日》会員数 75名（出席規定免除 25名）・出席 44名・欠席 31名・（免除者欠席 17名）・ビジター 0 名・出席率 58.66 ％

《 7月 6日》会員数 75名（出席規定免除 25名）・出席 45名・欠席 30名・（免除者欠席 19名）・メークアップ 1 名・修正出席率 80.65 ％
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例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」
◯ゲスト
　海上自衛隊佐世保地方総監
　海将　西　　成人 様
　副官　尾島　涼太 様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.ガバナー事務所
　ガバナー公式訪問のご連絡・月信原稿依
頼文章

2.佐世保中央RC
　ハウステンボス佐世保RC
　松浦RC
　2022-23年度「クラブ現況と活動計画書・
前年度活動報告書」

委員会報告
■ローターアクト委員会 地区委員　指山　　立
　去る7月9日㈯、アイランド
長崎におきまして、ローター
アクト地区セミナーが開催さ
れました。佐世保国際大学
ローターアクトのメンバーも
5名参加して頂きました。会議のあとはBBQ
懇親会があり、鹿島ローターアクトのメン
バーなどとの交流も行われました。

ロータリー３分間情報
ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　古賀　　巖
　ロータリー情報・文献記録
委員会委員長をさせていただ
く古賀巖です。例年通り、奇
数月の第3例会において、3分
間情報の時間を担当させてい
ただきます。
　本日は、新年度第1回目の担当という事で、
私がお話しさせていただきます。
　ところで、私、6月第3週から体調不良に
なり、コロナではなかったんですが、11日
間検査入院したりして長らく例会を欠席し
ておりました。皆さまも体調管理には、お
気をつけください。
　さて、近年は奇数月の第3例会において、
3分間情報の時間を入会3年未満の会員の方
に、持ち回りにてお願いしてきましたが、
今年度においても同じような考えで担当し
ていただく事になりました。今年は、5回担
当する予定ですので、7月1日時点で入会2年
目の会員の方5名にお願いする予定です。
　お仕事のご都合等もあられると思います
ので、あらかじめ、お名前を記載したスケ
ジュール作製し、早目におはかり致します。
何卒、ご協力の程よろしくお願い致します。
　さて、今回、ネットでいろいろな情報を
調べるうちに、宇部RC西村会長の2014年7
月3日の第1回例会での会長の時間にお話し
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された、ロータリー年度はなぜ7月から始ま
るのか？という書類を目にしましたので、
今回の3分間情報として紹介させて頂きま
す。
　当然、すでにご存じの方もいらっしゃる
と思いますが、お耳を拝借いたします。

　「ロータリー年度はなぜ7月から始まるの
か？」
　宇部RC2014～2015年度会長　西村正彦
　新年度のスタートする日ですので、本日
はロータリーの新年度は、なぜ7月1日から
始まるのか、についてお話ししたいと思い
ます。通常、個人の事業主も会社も事業年
度があり、会社では事業年度の終了後には
総会を開催しなければなりません。個人の
場合は1月から12月までと決められています
が、会社の場合は事業年度を会社の都合で
自由に決めることができます。
　ロータリーが創始された当時のアメリカ
では7月1日が新年度だった、と言う方もお
られるようですが、そんなことはありませ
ん。
　1905年にシカゴ・ロータリー・クラブが
誕生し、アメリカ各地でロータリー・クラ
ブが設立されるようになりました。そうな
りますと、いろいろなクラブが顔を合わせ
るコンベンション(Convention)を開こうとい
うことになりました。今はコンベンション
を国際大会と訳しています。世界大会とい
う人もいます。ですが、コンベンションには、
国際とか世界という意味はありません。日
本にもコンベンション・センターといわれ
る建物があり、大規模な会合が開かれてい
ます。
　当時はアメリカだけにロータリー・クラ
ブがありましたのでコンベンションは、単
に大会という意味でした。ロータリー・ク
ラブがカナダに広がってコンベンションは、
International Conventionとなり、現在に至っ
ています。
　1910年8月18日に最初の大会が開かれ、
ポール・ハリスがロータリー・クラブ全米

連合会の会長に選ばれました。ロータリー
の大会といっても、登録者は60人、ささや
かなスタートでした。
　ロータリーについて連合体Associationと
いう概念は現在も生き続けています。つま
り、ロータリーにおいては、各ロータリー・
クラブが主体性を持っているということで
す。
　ロータリーの最初の会計年度は、第1回大
会が終了した翌日、1910年8月18日に始ま
りました。翌年度の1911年8月21日にロータ
リー全米連合会はロータリー国際連合体に
なり、再度ポール・ハリスが会長に選ばれ、
会計年度もこの日程に合わせ8月21日の開始
になっています。
　さらに、翌年1912年8月、理事会が当時の
国際ロータリークラブ連合会の会計監査を
会計士に依頼した際、クラブ幹事と会計が
十分な時間をもって大会に向けた財務報告
を準備し、クラブ代議員の数を決定できる
よう、会計年度の最終日は6月30日にするの
が良いとの提案を会計士から受けたそうで
す。執行委員会は同意し、1913年4月の理事
会で6月30日を会計年度の最終日と定めまし
た。
　ロータリーはその後1917年まで7月または
8月に年次大会を開催していましたが、1916
年米国シンシナシティでの年次大会におい
て夏場の暑さを考慮して、大会を6月に開催
する決議案を採択しました。これにより次
の大会となるアトランタから6月に開催され
るようになりました。ただし、来年は5月27
日から5月31日に、オーストラリアのメルボ
ルンで開催されます。
　100年近くも前から「ロータリー年度」は、
6月30日に年度が終わり、7月1日から開始に
なっています。このことは国際ロータリー
定款にも明記されています。
　以上、事業年度が7月から6月の1年間に
なった経緯です。
　以上、3分間情報として紹介させていただ
きました。参考にしていただければ幸いで
す。
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慶 　 　 祝
出席・例会委員会　出端　隆治

⃝永年会員表彰
　岡　　英樹 さん（44年）

⃝出席100％表彰
　松尾　文隆 さん（17回）

⃝入会3年未満会員への会員章贈呈
　大塚　隆夫 さん（入会年月日2021年6月16日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　船場　昭裕

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、納所　佳民 さん
草津　栄良 さん、松尾　　貴 さん
出端　隆治 さん、廣瀬　章博 さん
筒井　和彦 さん、庭木　香充 さん
松本　祐明 さん、安福　竜介 さん
永瀬　徳豊 さん、大塚　隆夫 さん
増本　一也 さん、大久保利博 さん
松尾　文隆 さん、坂元　　崇 さん
福田　金治 さん、指山　　立 さん
岩崎　正俊 さん、古賀　　巖 さん
池田　真秀 さん、内海　暢邦 さん
芹野　隆英 さん、髙田　俊夫 さん
船場　昭裕 さん
　海上自衛隊佐世保地方総監 海将 西成人
様の卓話に期待してニコニコします。

古賀　　巖 さん
　6月第3週から体調不良で、長らく例会や
役員交代式を欠席しておりました。
　6月4日の記念ゴルフ途中棄権以来体調不
良が続き、唇の腫れ、手足顔の発疹、口内
の激痛で飲食が全く取れず、急遽検査入院
する事になりました。
　11日間入院し、原因不明のままではあっ
たんですが、飲食できるようになり退院し
ました。ところが、7月2日の夜から再発症
し再び食事が取れなくなっていました。
　なかなか好転していませんが、やっと少
しづつではありますが、痛みも少なくなっ
てきたので、本日から例会に復帰してまい
りました。まだまだ本調子ではありません
し体力も落ちてしまっているので、今後体
調をみながら例会に出席してまいります。
　皆さまも、今年も酷暑が予想されるので
体調に十分気をつけられるよう、ご自愛く
ださい。

古賀　　巖 さん
　奇数月の第3例会において、今年度は5回
担当する予定の3分間情報の時間を、7月1日
時点での入会2年の会員の方5名にお願いす
る予定です。
　あらかじめ、お名前を記載したスケジュ
ール作製し、早目におはかり致しますので、
何卒こ協力の程よろしくお願い致します。

岡　　英樹 さん、松尾　文隆 さん
　永年会員表彰、出席100％表彰、ありがと
うございました。

◇
ニコニコボックス 本日合計 30,000円
 累　　計 112,000円
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卓　　　話
「ロシアによるウクライナ侵攻の

教訓について」
海上自衛隊　佐世保地方総監　

海将　西　　成人	様
（佐世保RC名誉会員）

　突然、自国が戦場となりか
ねない厳しい現実を国際社会
に突きつけたロシアによるウ
クライナ侵攻から、おおよそ
5か月。国際秩序を揺るがす
この事態に、国際社会が寄せる関心は非常
に高い。翻って、日本周辺には力による現
状変更を試みる国が存在しており、我が国
はこの侵攻を、他山の石に教訓として生か
さなければならない。
　教訓の大きなところとしては、次のよう
なものがある。仮にウクライナがNATO加
盟国ならば、侵攻されることはなかったと
の議論があり、抑止力を機能させる上で、
共に戦う同盟の重要性が改めて強調される。
また、戦略的な価値をもつエネルギーや武
器等を他国に過度に依存することは、大き
な安全保障上のリスクとなることも露呈し
た。さらに伝統的な地政学を超えた情報空
間で、あらゆるリソースを駆使するハイブ
リッド戦への備えも必須となっている。な
かんずく、この事態を軍事的な視点で見る
と、兵力量で圧倒的に劣るウクライナ軍の
善戦が目を引く。士気の低さが目立つロシ
ア軍とは対照的に、ウクライナ軍の士気は
高い。一部報道によればロシア軍では兵員
補充が難航し、士気高揚に苦慮する様子も
伝えられる。一方、ウクライナのゼレンス
キー大統領は国土防衛戦に強固な意志で臨
み、国民の士気を鼓舞し続ける。ウクライ
ナ国民の自分の国は絶対に守り抜くという
気概に加え、国や家族のため進んで戦闘に
参加する軍人の姿は国際社会の共感を呼ん
だ。これによって、欧米諸国による支援等
の動きは加速して、ウクライナ軍の徹底抗
戦を物心両面で支えている。

　停戦交渉は難航し、戦闘の長期化は避け
られそうにない。権威主義的な専制国家が
周辺に存在する我が国は、ウクライナが試
練を克服する過程を、決して他人事として
済ませてはならない。特に、危機に際して
の指導者、国民及び軍の関係は示唆に富む。
国民の負託にこたえ、自衛官が任務を全う
するためには、ウクライナのような国を挙
げての支持が欠かせない。すなわち、何に
も増して、国家指導者による強いリーダー
シップの下、国民と自衛隊が信頼という固
い絆で結ばれることが重要である。この侵
攻から何を学び、いかに活かすか。我々日
本人の知恵が試されている。

【プロフィール】
生年月日　昭和39年1月1日（58）
職　　種　航空（回転翼操縦士）
出　　身　鹿児島県
学　　歴　防衛大学校　第30期（航空工学）
　　　　　（昭和61年3月卒）
略　　歴
　平成14年 8月　大村飛行隊長
　　　16年 6月　外務事務次官
　　　　　　　　（オーストラリア兼ニュージーランド）
　　　19年 9月　 海幕運用支援課訓練班長
　　　21年 3月　 第23航空隊司令（舞鶴）
　　　22年 4月　 第22航空群首席幕僚（大村）
　　　23年 8月　統幕防衛課長
　　　25年 8月　 第22航空群司令（大村）
　　　27年 8月　海幕監察官
　　　28年12月　海幕総務部長
　　　29年 8月　横監幕僚長
　　　30年 3月　 教育航空集団司令官
　令和 2年 8月　海上幕僚副長
　　　 3年12月　佐世保地方総監
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＊今後の例会予定＊ 
 7月27日　新会員卓話　庭木　香充 さん
 8月 3日  安部重幸第5グループガバナー補佐

訪問
 クラブ協議会
　　10日 ～指定休会～
　　17日 上村春甫ガバナー公式訪問
 （佐世保西RCと合同例会）
　　24日 佐世保工業高等専門学校
 准教授　入江　英也 様
　　31日 新会員卓話　岩崎　正俊 さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊ 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。

（今週の担当：中島　　顕）
（カメラ担当：吉田　英樹）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

【今週のランチ】


