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本日の出席率８０.９５％：会員数４２名・出席３２名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）１名

　皆様こんにちは、本日は国際ロー

タリー第２７４０地区第６グループ山口

二郎ガバナー補佐訪問の日です。

我がクラブは９月３０日までクール

ビズを実施することと致しておりま

すので、 服装は自由ということで

お許しください。

　話は変わりますが、 四つのテストは四つの問いを中心に、 事

業と専門職における倫理を述べた声明ということは皆様も御存じ

のことと思います。 ガバナー月信９月号に 「四つのテスト」 の効

き目という題で第２グループ 久保志郎ガバナー補佐の随想が掲

載されております。 会員の皆様も御手許にあると思いますので

是非お読みください。

 

　１ 「真実かどうか」 というフレーズは英語の原文を訳すと商取

　　　 引において、 商品の品質・納期・契約条件に偽りはないか、

　　 「事実かどうか」 「嘘偽りはないかどうか」 と訳されます。

　２ ［みんなに公平か」 というフレーズは、 「すべての取引先に対し

　　 て公正かどうか」 と訳されます。

　３ 「行為と友情を深めるか」 というフレーズは商取引が店の信用

　　 を高め、 よりよい人間関係を築き 「信用を高め、 取引先をふ

　　 やすかどうか」 と訳されます。

　４ 「みんなのためになるかどうか」 のフレーズは売り手も、 買い

　　 手も、 適正な利潤をえられるよう 「すべての取引先に利益を

　　  もたらすかどうか」 という訳になります。

　四つのテストが純然たる会社再建の指針であるとともに会社経

営の指針であることが分かります。

　また、 太陽がほぼ真東から昇り、 真西に沈む９月２２日は秋分

の日です。 仏教では故人の霊が住む極楽浄土 （彼岸） は西方

にあるとされ、 太陽が真西に沈むこの日に太陽を通してあの世と

交流できると考え、 彼岸に住む祖先の霊をこの世に迎え、 供養

する日となったようです。 以前は秋季皇霊祭という祭日でしたが、

昭和２３年から 「祖先をうやまい、 亡くなった人々をしのぶ」 国民

の祝日となりました。

　この時期は、 よく死んだ親父の言葉を思い出します。 「おまえ

１．例会変更
　　佐世保東南ロータリークラブ

９月２６日 （水）→９月２７日( 木） １９：００～

　ささ離　観月例会のため

　　ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
１０月２日 （火）→１０月１日 （月）

代々木教育ゼミナール　　職場訪問例会のため

１０月２３日 （火） １２：３０～　ハウステンボス　「トロティネ」

例会場使用不可のため

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ①社会奉仕セミナー出席の御礼

②２０１２～１３年度地区主要行事更新のお知らせ

３．伝達・通知
○昨日開催されました、 第４回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会の報

告　 は次週行います。

佐世保東南ロータリークラブ　　　　　　　池田　正喜様

　　　　　　　　　　　　　　　    古川　幸造様

は信用はしているが、信頼はしとらん」と会社でよく言われました。

私がしている 「遊びも」・「仕事も」 心配していたんだなと今頃に

なって思います。

　会員の皆様も 「彼岸の期間」 身近な自分を 「可愛がって頂い

た方」 の言葉を思い出すのもいいものかもしれません。 挨拶を

終わります。

　９月１５日　　本田　実・由美　ご夫妻
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ＲＩ第２７４０地区第６グループガバナー補佐　山口二郎様
初めての訪問となります。 よろしくお願いいたします。

佐世保東南ロータリークラブ　池田正喜様、古川幸造様
本日は山口二郎ガバナー補佐共々、 よろしくお願いいたしま

す。

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
第６グループ山口二郎ガバナー補佐のご来訪を歓迎いたし

ます。 本日は当クラブに対するご指導を賜りますよう、 どうぞ

よろしくお願いいたします。

田雑豪裕君
山口二郎ガバナー補佐、 池田正喜直前会長、 古川幸造パ

スト会長のご来訪を心より歓迎いたします。 先日は前ガバ

ナー補佐の坂井智照さん共々お世話になりました。

富永博美君
９月２２日バザー開催となりますが、 もし万が一、 ご来社の節

は是非一声おかけ下さい。特別ルームにてご接待いたします。

芥川浩一郎君、浅野訓一君、池永隆司君、井上亮君、岩政孝君
牛島義亮君、後田明子君、岡光正君、長富寿人君、川﨑洋一君
川島千鶴君、坂井智照君、崎山信幸君、指山康二君、竹本慶三君
鶴田明敏君、南部建君、西村浩輝君、野村和義君、橋口佳周君
馬場貴博君、平岩義明君、福田英彦君、宮崎正典君、牟田憲市君
山瀧正久君、八重野一洋君

ＲＩ第２７４０地区第６グループガバナー補佐 山口二郎様のご

来訪を歓迎いたします。

南部建君
庭建の福岡営業所と展示場のオープン、 おめでとうございます。

その節は工事でお世話になりました。

本田実君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

糸瀬新君
昨日のマニュライフ生命主催の香月章彦君セミナーに当クラブより

多数のご参加をいただきありがとうございました。 私の話もあったの

ですが…あとで個別でお願いいたします。

　佐世保東南 RC へ入会して、 ２０

年を経過しましたが、 昨年の９月に

補佐の指名を頂戴して、 再度ロー

タリーの勉強をさせていただきたい

と思っております。

　今年度の 国際ロータリのテーマ

『奉仕を通じて平和を』 ですが、

それに順じて、 「地区方針」 は　

　１、 各クラブで RI テーマに沿った奉仕活動、 良いことをひと

　　　 つ以上実行しよう。

　２、 若い世代の育成につながることを考え、 実行しよう。

　３、 表彰をできるだけ多くしたいので積極的な応募を。

　４、 東日本大震災の支援を継続しよう。

　５、 会員増強のの目標　純増２名以上 （高い目標を掲げよう）

　６、 ロータリー財団への年次寄付目標　

　　　 １人平均１００ドル （年間８,０００円）

　７、 米山奨学会への寄付目標　１人平均１６,０００円 / 年間

以上となっております。 　

本日の合計　　　　   42,000 円

本年度の累計　　　307,000 円

山口二郎ガバナー補佐訪問　

■ 第２回クラブ協議会 ■
　昭和１１年９月２０日　長富　寿人君

　　　　　　クラブ協議会プログラム

　　　　　　　　　　　　　　司会　山瀧　正久ＳＡＡ

　 １． 点鐘　　　　　　　　　　　    　    四元 清安会長

　 ２． 開会の辞　　　　　　　      　    大久保 厚司副会長

 　３． ガバナー補佐挨拶　　　  　　　山口 二郎ガバナー補佐

　 ４． 今年度クラブ運営方針　　 　　四元 清安会長

　 ５． クラブ現況報告　　　　　　  　　前田 眞澄幹事

　 ６． 委員会活動計画

　　　 ①クラブ奉仕委員会　　　　　　坂井 智照委員長

　　　 ②クラブ管理委員会　　　　　　坂井 智照委員長

　　　 ③会報 ・出席委員会　　　 　　馬場 貴博委員長

　　 　④親睦活動委員会          　　池永 隆司委員長

　　　 ⑤ＳＡＡ　　　　　　　　　　　 　　山瀧 正久ＳＡＡ

　　　 ⑥職業奉仕委員会　　　　 　　川﨑 洋一委員長

　　　 ⑦社会奉仕委員会　　　　     岡 光正副委員長

　　　 ⑧新世代奉仕委員会           野村 和義委員長

　　　 ⑨国際奉仕委員会              後田 明子委員長

　　　 ⑩国際交流委員会　　　　 　　宮崎 正典委員長

　　　 ⑪Ｒ財団・ 米山奨学委員会　岩政 孝委員長

　 ７． 質疑応答

　 ８． ガバナー補佐所感　　　　　　山口 二郎ガバナー補佐

　 ９． 謝辞及びバナー贈呈　　　　 四元 清安会長

 １０． 閉会の辞　　　　　　　　　　　　西村 浩樹会長エレクト

 １１． 点鐘　　　　　　　　　　　　　　　四元 清安会長

■山口二郎ガバナー補佐挨拶　
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ＳＡＡ：指山康二君

次回例会／９月２７日１２：３０～

次回献立／海鮮ちらし、肉うどん、小鉢

クラブスローガン
「集う仲間への感謝・新しい出会い・
友情の輪がロータリーの力」

　我が佐世保中央ロータリークラブも創立

２２年目を迎えました。 また、 今年は平

和の祭典オリンピックがロンドンで開催され、 日本人選手の活

躍は、 目がみはるものがありました。 日本の諸外国との国際関

係も改善されるものと期待します。

　さて、 日本人としては３０年ぶり３人目のＲＩ会長に就任された、

田中作次氏は２０１２－１３年度ＲＩテーマを 「奉仕を通じて平和

を」 とされました。 ２０１２－１３年度ＲＩ第２７４０地区　ガバナー

福元裕二氏は地区テーマをＲＩテーマと同じく 「奉仕を通じて平

和を」 とされました。

　　　

　我がクラブも一時期６０数名を数えた時もありましたが現在は

４２名です。 会員の増強が急務だと考えています。 クラブ奉仕・

職業奉仕 ・ 社会奉仕 ・ 新世代奉仕 ・ 国際奉仕 ・ 五大奉仕委

員会の充実を図り、 楽しい１年間を過ごしたいと思います。 特

に来期は｢未来の夢計画」 が本格的に実施されます。 ５年先

のクラブの姿がいかにあるべきか、 継続事業とはいかにあるべ

きかを考え、 友情の輪を広げながら、 これからのクラブづくりを

理事 ・ 役員 ・ 会員の皆様と一緒に模索し努力していきたいと思

います。

　２０１２～２０１３年度の佐世保中央ロータリークラブのクラブス

ローガンを 「集う仲間への感謝・新しい出会い・友情の輪がロー

タリーの力」 とさせていただきました。 同じ奉仕の理想を目的と

して活動する仲間へ感謝し、 より多くの方々と知り合い、 集う

仲間の友情の輪が大きくなることを期待し、 会員の皆様の心と

力を結集して、 愛あるクラブづくりを目指したいと思います。 会

員各位のご理解とご協力をお願い致します。

■クラブ概況報告　前田 眞澄幹事…現況報告書参照
　

■２０１２－２０１３年度委員会活動計画

クラブ奉仕委員会・クラブ管理委員会　坂井 智照委員長
ロータリー情報 ・ 会員増強 ・ 会員選考 ・ 職業分類 ・ プログ　

ラムを担当

会報・出席委員会　馬場 貴博委員長
週報を作成して、 読みやすく分かりやすい会報づくりに努力し

ている。

親睦活動委員会　池永 隆司委員長
会長、 幹事交代式担当 ・ 納涼例会担当 ・ 創立記念例会担当

忘年家族会担当 ・ 延寿会担当にて、 家族、 会員相互の親

睦をより深める努力をしている。

ＳＡＡ　山瀧 正久委員長
会場監督として、 例会場の秩序を保つ努力をし、 スムーズな

会の運営を図っている。

職業奉仕委員会　川﨑 洋一委員長
①社員招待映画例会の開催　

②職場訪問例会の開催　

③職業奉仕委員会担当　

④年配の会員数名に依頼し、 面白い経験談等を話してもらう。

社会奉仕委員会　岡 光正副委員長
「生きる」 「絆」 をキーワードに

①特別支援学校児童と養護施設老人ホームとの交流プロジェ

　  クト

②１１月２４日に東日本大震災義援金活動バザーの開催

   （親和銀行本店前にて）

新世代奉仕委員会　野村 和義委員長
まず自分自身が襟をただし、 倫理観のある大人として事業に

取り組みたい。

国際奉仕委員会　後田 明子委員長
国際交流委員会とロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会を担

当します。

国際交流委員会　宮崎 正典委員長
釜山蓮山ロータリークラブ公式訪問への支援のお願い

ロータリー財団・米山記念奨学委員会　岩政 孝委員長
ロータリー財団 ・ 米山記念奨学委員会にたいする、　ご理解と

ご支援のお願い

■山口 二郎ガバナー補佐所感
前年度の IM の好評をはじめ、 諸活動が充実して、 常に前向

きの佐世保中央ロータリークラブと理解いたしました。 それに、

一番大切な 「出席率」 も１００％を継続されて、 地区内でも高

い評価をいただいている元気なロータリークラブと想います。

今後も地区の代表的なロータリークラブとして、 ご活躍くださ

い。 本日は 本当にお世話になりまして、 有難う御座いました。

■謝辞及びバナー贈呈　四元 清安会長

■今年度クラブ運営方針　四元 清安会長　
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