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本日の出席率８１.３％：会員数４４名・出席３４名・欠席８名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター４名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ１０名・出席規定免除会員（２）１名

2011~2012年度クラブスローガン

　皆さんこんにちは。先週は例

会を休んで本当にすみませんで

した。東京に行って、来期の経

営計画書を作ってきました。２

泊３日朝から晩までずっと計画

書づくりです。普段作ろうと思っ

ても日頃の業務でなかなか進み

ませんが、場所が違い、誰から

も邪魔されることなくはまることが出来き、なんとか作り

上げることが出来ました。後は社員とのすりあわせです。

４月２９日に経営方針会を開くためにセントラルホテルも

予約しました。新しい会社を作る気持ちで頑張っていきた

いと思います。

　そのとき隣で経営計画書を作っていた人が、山形ハーネ
スというテレビとか半導体を作る機械の部品を作っている

会社でした。話を聞いてみると去年は大変な年だったよう

です。日本のテレビメーカーはパナソニック、ソニーはじ

め大惨敗、半導体のエルピーダは会社更生法を出しました。

需要がいっぺんで半分になったということです。新しい需

要を開拓しなければならないと、今は１００トントラック

のような大型重機を作る分野の機械を開拓しているそうで

す、この分野は特殊な分野で値崩れも少なく、需要の変動

も少ないと話しておられました。今海外に日本のメーカー

はどんどん行っていますが、どんな環境に成ろうと生き

残っていく会社を作らないといけないと思いました。

　話は変わりますが、丁度東京に行っていた日に私の家の
近所の戸尾市場が火事になりました。川崎君から田代さん

の近くが燃えているようですが大丈夫ですかと電話があ

り、びっくりして家に電話をかけました。かけると我家ま

での延焼はないということでしたので、そのまま東京に残

りました。帰って話を聞くと電線は燃えるし、牛島さんの

マンションの方も我が家に避難に来られ、万が一の時はと

心配したようです。何人かの方に大丈夫かと電話をいただ

きましてありがとうございました。

成功の法則その３４

最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延

１．例会変更

　伊万里西ロータリークラブ

　　 ４月５日（木）   １８：３０～　真しん　観桜会の為

　２．来　　信　

　・ガバナー事務所

　  ①ＲＩ第２５２０地区 山田ＲＣ「やまだの作文」の送付

　  ②財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター ニュース

　　  ペーパー第８６号の送付

　  ③地区大会特別講演のご案内

　　  日時　４月７日（土）１６：００～１７：００

　　  場所　長崎ブリックホール　大ホール

　　　会員以外の方は入場整理券が必要です。

　  
　・ガバナーエレクト事務所

　  会長エレクト研修セミナーおよび幹事エレクト研修セ

　  ミナー送迎バスのご案内

　・佐世保北ロータリークラブ

　  北斗会・中央会対抗戦の組合せについて

　・ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　  「いちまる会（２００９～１０年度市内ＲＣ会長・幹事

　  会）」のご案内

ReportReportReport

佐世保北ロータリークラブ　　　深町　　等様

佐世保東南ロータリークラブ　　池田　正喜様

　　　　　　　　　　　　　　　大野　満也様

　　　　　　　　　　　　　　　森山　隆明様

びるのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダーウィン

　今世の中はどんどん変化をしています。この変化の中で
我々は生き残っていかなければならないと思います。恐竜

が死滅したのは、大きいからでも強いからでもなかった。

変化に対応できなかったからだと言われています。変化に

対応出来るような会社を作っていきたいと思います。ロー

タリーはいろいろな情報を共有する場でもあると思います。
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　３月　３日　溝上純一郎・京子　ご夫妻
　３月　３日　瀬戸　　浩・道子　ご夫妻
　３月２３日　宮崎　正典・美佐子　ご夫妻
　３月３０日　崎元　英伸・ジン　ご夫妻
　３月３０日　四元　清安・千晴　ご夫妻

BirthdayBirthdayBirthdayBirthday

　昭和２５年３月　７日　橋口　佳周君
　昭和２４年３月１１日　坂井　智照君
　昭和１６年３月２１日　福田　英彦君

担当：山瀧　正久君

committeecommitteecommitteecommittee

中央会会長　井上 亮君　

１）北斗会との対抗戦

　日時：平成２４年３月１８日（日）８：３０集合

　場所：佐世保国際CC・三川内ゴルフ場

参加者は、北斗会１６名、中央１９名の予定

懇親会

　時間：１７：３０（ウェルカムドリンク１７：００～）

　場所：ファーストイン佐世保

２）市内８ロータリー親睦ゴルフ大会

　日時：平成２４年５月２０日（日）８：４５スタート

　場所：佐世保CC・石盛ゴルフ場

中央会を兼ねて開催する予定です。

committeecommitteecommitteecommittee

佐世保東南ロータリークラブ 池田 正喜会長・大野 満也

幹事・森山 隆明２０周年実行委員長

　佐世保中央ＲＣの皆さん、こんにちは。本日は表敬訪問

及び２０周年記念事業のご案内に伺いました。宜しくお願

い申し上げます。

佐世保北ロータリークラブ　深町 等様

　佐世保中央ＲＣの皆様にはいつもお世話になります。

田代 博之会長・富永 博美副会長・八重野 一洋幹事

　会員の皆様、こんにちは。先週の例会での副会長挨拶は

いかがだったでしょうか。カンボジア周遊談をもう少し話

したかったと思いますが、指山君の「巻き」で随分割愛し

てもらいました。続きを聞きたい方は、どうぞ（株）富永

の社長室へお越しください。手土産持参で…。年度末の３

月ではございますが、例会出席の方、宜しくお願いします。

八重野 一洋幹事

　誕生日お祝いありがとうございます。３月２２日で大台

の５０歳になります。今年に入り、頭痛に悩まされ，又最

近では膝が痛くなり、心身ともにガタが出て来たようです。

元気な先輩を見習って体調を万全にしたいと思います。

福田 英彦君

　誕生日のお祝いありがとうございます。早く腰をよくし

て元気になりますように。

坂井 智照君

　誕生日のお祝いありがとうございます。益々元気です。

橋口 佳周君

　３月７日に６２歳の誕生日を迎える事が出来ました。今

年は１月からヘルペスが出たりして歳を感じる今日この頃

です。　

田端 茂君

　先週木曜日の報告します。夕方７時に京都をバイクで出

発し、高速に「のった」とたんにオイル漏れが発生し…。

７時間で帰る予定が１０時間２５分かかりました。到着は

５時２５分でした。油だらけのズボン、野村君宜しくお願

いします。

牛島 義亮君

　福田先生の腰の１日でも早い全快を祈ってニコニコします。

　

井上 亮君

　誕生日のお祝いありがとうございました。今週１８日の

佐世保東南ロータリークラブより
　　　 “２０周年記念祭のご案内”

 　　　会 長　　　 池田正喜様
         幹 事　　　 大野満也様

　　　　 実行委員長　森山隆明様

 本日は貴重な時間をいただきありが
とうございました。２０周年記念祭の

説明と参加のご案内をいたします。

開催日時：平成２４年４月２２日（日）１３時～

第１部

場所：アルカス佐世保

13:00　波佐見中学校吹奏楽部によるオープニングセレモニー

13:45　栗林慧氏による記念講演

15:45　バルーンアートパフォーマンス

１８００人収容の会場ですので、佐世保中央ＲＣからも多

くのご来場をお願い致します。

第２部

場所：セントラルホテル

記念式典

懇親会

　※２０年を経て、大人のクラブになりますので、今後と

　　もご指導をお願い致します。

　昭和３７年３月２２日　八重野一洋君
　昭和２７年３月２６日　井上　　亮君
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ＳＡＡ： 福田 英彦君／音響：川島 千鶴君

次回例会／３月２２日１２：３０～

次回献立／助六、牛蒡天うどん、肉じゃが

佐世保北ＲＣ北斗会との対抗戦、宜しくお願いします。

崎元 英伸君

　結婚記念日の花束ありがとうございました。

四元 清安君

　３月１８日、北斗会ＶＳ中央会対抗戦に出場しますが、

３月１３日のタクシー関係のコンペでグロス１１４，ネット

１０１で見事ＢＢ賞でした。戦力外でお願いします。

川島 千鶴君

　先日、月・火４時間半、牛島会員のシネマボックス太陽

の社員研修でビジネスマナー講座をさせていただきまし

た。社員さんに喜んでいただけたようで…。私もやらせて

いただき、嬉しかったでので、ニコニコいたします。牛島

社長ありがとうございました。

山瀧 正久君

　佐世保東南ロータリークラブ、池田会長他皆様のご来訪

を歓迎いたします。

本日の合計　　　　    22,000 円

本年度の累計　　    570,000 円

本村政信新世代委員長

　今年度は終わりに近づいていま

すが、これといった事業はできて

いません。本日は経過報告をいた

します。新世代奉仕については、「各

ロータリアンの責務は、年齢３０

歳までの若い人すべてを含む新世代の多様なニーズを

認識しつつ、よりよき未来をもたらすために新世代の

生活力を高めることによって、新世代に将来への準備

をさせることである。全てのクラブと地区は、新世代

の基本的ニーズを支援するプロジェクトに着手するよ

う奨励されている」と記されております。

　当初は、インターンシップの計画をしていましたが、

時期的に学校側の送りだし先は決まっており、受入れ

側の準備の問題もあり、実施できていません。本日は、

インターンシップについての会員の皆様のご意見を、

参考にさせていただきたくアンケートを配布しており

ますので、ご協力をお願い致します。尚、委員会とし

ては、昨年８月２日に、元中学校校長で、現在、県立

大学の非常勤講師をされている蛭川先生を招いて、勉

強会を行いました。また、９月１５日には、蛭川先生

を当クラブの卓話の講師に招いて、新世代へのアプロー

チをメンバーに学んでいただきました。また、例年９

月の第１土曜日に実施していた白浜クリーンアップ活

動は、例年清掃の後でごみが少ないという理由で、実

施しませんでした。９月１４日には、佐世保特別支援

学校の蓑田校長先生に会いに行き、ご意見をお伺いし

ました。ご希望としては、外部の方々との交流や、思

い出に残る活動、そしてその後は、バーベキュー等の

交流もいいですね。そして、継続できる事業にしてい

ただきたいとのことでした。例えば、学校の周辺の清

掃活動や、講堂に映写機を持ち込んでの映写会等のご

提案もありました。参考にさせていただきながら、次

年度に引き継ぎたいと思います。

坂井智照第６グループガバナー補佐

 先ほど、佐世保東南ＲＣの池田会

長から、勿体ないお言葉をいただき

ました。次年度のガバナー補佐につ

いては、私も佐世保東南ＲＣの役員、

長老の方々とも話をさせていただき

まして、輩出していただくことが決まりました。

　さて、３月１１日１４時４６分、皆様方は、どのよ

うに過ごされましたか。私は、物故者の霊に対して御

勤めをし、また復旧復興にあたる人たちの事業が遂行

されますことを祈りました。寺山修二の詩の中に、「時

計の針が前に進めば時間になります、後ろに進むと思

い出になります」というものがあります。震災につい

ては、未だに時が止まっている印象を受けます。私た

ちは、先に開催したＩＭの中で、議論を交わしました。

私は誕生日が３月１１日ということもあり忘れること

はありませんが、どうか今後も風化させることなく、

一人一人が復興支援について考え、お力をいただけれ

ばと思います。

　さて、先日、次年度の「理事・役員」研修の講師を

させていただきました。例会というテーマでは、例会

はロータリーアンにとって、ゴルフではリンクス、テ

ニスではコート、野球ではグランドと、例えました。

１９０５年から、連続４回例会を欠席した場合、退会

という決まりがあります。例会を重視し、より良きも

のにしていく意識が重要です。５７のクラブの現況報

告書を見ますと、当クラブが他のクラブと異なる点が

２点ございます。一つ目は、国際奉仕委員会の、国際

交流と財団のウエイトです。当クラブに限っては、国

際交流は毎年、６～７人。財団は２人しか配属されて

いません。今後、財団の充実化を望みます。二つ目は、

クラブ奉仕委員会の中のクラブ管理委員会のあり方で

す。クラブ管理委員会のメンバーの中で、どなたが何

をされているのか、解りやすい形をつくってほしい。

以上 2 点を今後のフォーラム等で、議論してほしいと

思います。


