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本日の出席率８０.４８％：会員数４１名・出席３１名・欠席８名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター ０名

前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ４名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さんこんにちは。「超我の奉仕」

とはどういう意味ですかと会員に聞

かれることがあります。 ロータリー

の友２月号に 「超我の奉仕」 は、

私たちが自分の欲を満たすより、

他者のニーズを優先する道を選

ぶ。 そして他者の問題を自分の問

題として捉え、 手助けしたいと望

むことです。 という解釈がされていました。 まさにその通りだと思

います。

　「なくて七癖」 とはよく言ったもので、 人から指摘されて初めて

きづくこともあるかもしれませんが、 知らず知らずのうちに誰かを

不愉快にさせている癖があるそうです。

　「女性に不快感を与える男のくせ」 特にビジネスシーンでは次

のようなものがランキングされているそうです。

第１位 頻繁に舌打ちをする。 第２位 鼻をほじる。 　第３位 貧乏

ゆすり。 第４位 爪を噛む。 第５位 頻繁にため息をつく。

第６位 髭や体毛 （鼻毛） をぬく　第７位 ボールペンや指でデス

クをカタカタ叩く　第８位 頭をかく　第９位 キーボードの叩き方が

激しい。 　第１０位 独り言をいう。

　これらのくせに 「イラット」 した２０代から３０代の仕事をしている

女性達がどんな印象をもつか企業研修トレーナー、プレゼンテー

ションで活躍している菅原美智子さんに聞いてみると、 「ランキン

グ上位のクセは五感を通じて不快感を与え、 女性は瞬間的に

「不潔」 「だらしないと感じる」、 「また自分にどう思われるか気にし

ていない、 仕事相手として尊重されていない」 と 「ないがしろに

されている」 と感じるそうです。 仕草や態度は、 言葉と同じくら

いの影響力を持っているそうですので、 私を含めて皆さんも気

をつけましょう。

　また、 第一生命保険は２月１９日に、 恒例のサラリーマン川柳

の入選作１００作品を発表しました。一部を紹介したいと思います。

「フェイスブック」 の機能に絡めた 「辞めてやる！会社にいいね！

とかえされる」　「気遣いは　昔上司に　今部下に」 とか職場での

１．例会変更
　   ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

３月１２日 （火） １２：３０～

　ハウステンボス トロティネ　例会場使用不可日のため

　３月１９日 （火）　休会　定款第６条第１節により

　３月２６日 （火） １８：３０～　　

　　　　香門　観桜夜例会のため　

２．来　　信
・地区大会事務局
   坂井智照 地区大会登録委員へ　

　「地区大会四委員会開催について」

・佐世保北ロータリークラブ
　第４１回市内８ＲＣ親睦ゴルフ大会のご案内

　日時　４月２１日 （日）　８： ４５スタート

　場所　佐世保カントリー倶楽部

・佐世保ロータリークラブ
　２０１３～１４年度第１回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内

　日時　３月１２日 （火） １８：３０～

　場所　ワシントンホテル佐世保　

　

３．伝達・通知
       特にありません。 　　　 

嘆きの句や、 耐久性の高い発光ダイオードに絡めた 「すぐキレ

る　妻よ見習え　ＬＥＤ」 とかロボット型掃除機にひっかけた 「妻

の言う　うちのルンバは　俺のこと」 とか 「ＬＣＣ　缶コーヒーかと　

上司言う」 格安航空会社 （ＬＣＣ） を題材にしたもの、 「ワイルド

な　妻を持つ俺　女々しくて」 など流行語・新語を反映したもの、

５月下旬にはベスト１０が発表されるそうです。
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本日の合計　　　　   31,000 円

本年度の累計　　　665,000 円

 一般社団法人佐世保青年会議所

　　　第６０代理事長 池田真秀様　

■ ゲスト卓話 ■

　本日は、 四元会長はじめ佐世保中央

ロータリークラブの皆様方にお招きいた

だきましてまことにありがとうございます。

私は、 一般社団法人佐世保青年会議

所第６０代理事長を務めます池田真秀と

申します。 本日は私の紹介と会社の紹

介、 そして佐世保青年会議所の６０周年を迎えてという三本立

昭和３５年　２月　１日　野村　和義君
昭和２７年　２月　３日　牛島　義亮君
昭和３２年　２月　９日　平岩　義明君
昭和４６年　２月　９日　山口　裕之君

　２月　３日　岡　　光正・晴美   ご夫妻
　２月　８日　後田　明子・輝行   ご夫妻
　２月　９日　山口　裕之・和子   ご夫妻
　２月１４日　浅野　訓一・由美   ご夫妻

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
先週の延寿会におきましては、 多くのメンバーに福石観音よ

《クラブ管理委員会・ロータリー情報》
 池永隆司 ロータリー情報委員 
　「The Object of Rotary （ロータリーの綱領）」 の日本語訳が改

訂され、 ２０１２年１１月２８日～２９日に開催された第４１回ロータ

リー研究会にて綱領等翻訳問題調査研究小委員会の鳥居委員

長から発表。 「The Object of Rotary」 の英語原文は従来のまま

ですが、 日本語訳は 「ロータリーの綱領」 が 「ロータリーの目的」

に変わり、 内容も現代的な表現に改訂されていると 「ロータリー

の友」 １月号の１８頁に掲載されたいます。 ご一読ください。

 新「ロータリーの目的」

　 ロータリーの目的は、 意義ある事業の基礎として

 奉仕の理想を奨励し、 これを育むことにある。 具体

 的には、 次の各項を奨励することにある：

 第１　　知り合いを広めることによって奉仕の機会と

　　  すること：

 第２　　職業上の高い倫理基準を保ち、 役立つ仕事は

　　  すべて価値あるものと認識し、 社会に奉仕す

　　  る機会としてロータリアン各自の職業を高潔

　　  なものにすること：

 第３　　ロータリアン一人一人が、 個人として、 また

　　　　 事業および社会生活において、 日々、 奉仕の

　　　　  理念を実践すること：

 第４　　奉仕の理想で結ばれた職業人が、 世界的ネッ

　　　　  トワークを通じて、 国際理解、 親善、 平和を

　　　　 推進すること。

 付記
　　「 ロータリーの目的」 の４つの項目は、 等しく重

　 要な意味を持ち、 また同時に行動を起こさなければ

　 ならないものであるということで、ＲＩ理事会の意見が

　 一致した。 　　　　　　（ロータリーの章典　２６.０２０）

りご参加いただきまして、 ありがとうございました。 事業計画

から設営、 運営までやっていただきました池永委員長始め

親睦活動委員会の皆様、 本当にご苦労様でした。

　
大久保厚司副会長

還暦のパーティ、 ありがとうございました。

西村浩輝君、田雑豪裕君
延寿会での祝いの席を設けていただき、 ありがとうございまし

た。 皆様のご好意に感謝し、 ニコニコさせていただきます。

重ねてありがとうございました。

ＪＣ ＯＢ一同　
池田真秀　佐世保青年会議所理事長のご来訪を歓迎いたし

ます。 創立６０周年大変でしょうが、 佐世保の為に頑張って

ください。

井上亮君
池田理事長、 谷川専務理事のご来訪を歓迎いたします。 又

弊社専務取締役 井上真一のご来訪もついでに歓迎します。

牛島義亮君
誕生にお祝い、 ありがとうございます。

山口裕之君
２月９日誕生日に忘れないように結婚しました。 お花ありがとう

ございました。

橋口佳周君
所用の為、 早退いたします。

池永隆司親睦活動委員長
２月１４日の延寿会におきましては、 会員皆様に物心両面で

ご協力いただきました。 心より感謝申し上げます。 ３君の今

年一年のいやさかをご祈念いたします。
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ＳＡＡ：山瀧正久君

次回例会／２月２８日１２：３０～

次回献立／天麩羅そば、小鉢、おにぎり

てでお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

　

　私は１９７３年生まれでございまして現在３９歳の厄年でありま

すが、 厄入りは何かしら難しい事がおこる年でもあります、 例

えば大きな怪我だったり災難だったり ・ ・ ・ 。 しかしながら前向

きにとらえるならば「厄」は「役」を受けることができる年代になっ

てきたという前向きな意味に捉え一年間をしっかりと理事長とし

て佐世保青年会議所のリーダーとして引っ張っていきたいと

思っております。 仕事は株式会社ホーセイの取締役副社長と

して勤めておりますが、 大学からそのまま東京で就職し、 東京

での生活が楽しく充実したものだったので、 本当は帰りたくな

かったのが正直なところでした。 しかしながらいつしか父の後を

ついで会社を引き継ぐことを幼少のころから聞かされておりまし

たので、 帰ってからは会社の発展のために一生懸命に働いて

おります。 本年の佐世保青年会議所のスローガンは 「Ｓａｉｌ　Ｆ

ｏｒ　Ｔｈｅ　Ｆｕｔｕｒｅ　～ＪＡＹＣＥＥが自ら照らす確かな未来～」

でありまして一つ一つの帆が１０年刻み後ろからしっかりと風を

受け６０年の歴史を感じながら進んでいく船をイメージしていま

す。 乗船した全員が目標に向かって進む同志として、 どんな

に高い波が来ようとも、どんなに嵐が来ようとも全員が一丸となっ

て力をあわせれば乗り越えることができるこの６０周年をすべて

終えた時に地域の未来を明るく照らす人材へと成長を遂げたい

と願っております。 本年創立６０周年を迎えると共に、 一般社

団法人初年度として新たなスタートを切りました。 法人格は変

われども、 これまで６０年という長きに渡り諸先輩方が築いてこ

られた歴史と伝統に感謝と敬意の念を持ち、 一人ひとりが力強

い原動力となり、 未来に向けて夢あふれ誇れるまち佐世保の

創造を目指し活動しています。 青年会議所は２０～４０歳まで

の青年経済人で構成されている団体です。 混沌とした時代だ

からこそ、 若い我らがその状況に悲観するのではなく、 地域の

リーダーとしての自覚と責任を持って自らが考え行動に起こし、

このまちの未来を照らす存在であり続けたいと思っております。

また、 あらゆる関係諸団体とも連携を図りながら、 このまちの輝

かしい未来を創造していきたいと思っておりますので、 佐世保

中央ロータリークラブの皆様方におかれましても、 今後益々ご

指導ご鞭撻を賜ることができればと思っております。 宜しくお願

い致します。

　さて冒頭にも触れましたが、 当会議所は本年創立６０周年を

迎え、 記念事業として様々な活動を予定しております。 今や、

佐世保の夏のお祭りとして広く認知されております 「させぼシー

サイドフェスティバル」 の中で、 佐世保らしい国際色を存分に

出し、 青少年育成等の他事業も兼ね合わせた催しを実施させ

て頂きます。 １９８５年から２００２年まで１８回に渡り開催されて

おりました 「西海アメリカンフェスティバル」 を彷彿とさせる事業

にしたいと思っておりますので、 是非ご期待頂ければと思いま

す。 更に、 １０月には創立６０周年記念式典に合わせて、 次

代のエネルギー問題を研究し発信する事業の開催に加え、 経

営力向上フォーラム、 本年２回目となります青少年育成記念事

業の開催も予定しております。 この６０周年という記念すべき年

が、 我々にとって更なる輝かしい未来の扉を開く好機と捉え、

愛する我がまち佐世保のために邁進して参りたいと思います。

　　また会員拡大にも注力しており、 ３０名の目標を掲げ、 実現

のために日々取り組んでおります。 当会議所はピーク時で２００

名の在籍を有しましたが、 現在は約１００名となっております。

我々の活動は決して人数と比例するものではありませんが、 多

くの方と出会い多くの事を学ぶことで自分自身の成長へと繋げ、

ひいては地域や企業の利益に繋げたいと願っております。 切

磋琢磨して成長した会員を地域に一人でも多く排出する事も、

青年会議所の目的であると私は実感しております。 このような

場をお借りして大変恐縮に存じますが、 佐世保中央ロータリー

クラブの先輩方の御子息や知人の方のご紹介を頂ければ幸い

に存じます。

　最後になりますが、 本日は佐世保中央ロータリークラブ例会

の貴重な時間にこのような機会を与えて頂き、 誠に有難う御座

いました。 そして、 これからも当青年会議所に対して諸先輩の

皆様方より、 ご指導ご鞭撻を頂ければ幸いです。 本日は誠に

有難う御座いました。

     《 １月２４日 第５回クラブ協議会 アンケート結果 》

アンケート設問 
例会プログラムは会員卓話 ・ ゲスト卓話 ・ クラブ協議会 ・ クラ

ブフォーラム ・ 事業で大半が構成されています。 その中でどれ

を最も充実してもらいたいですか。

回答数　３３票 （重複回答あり）

1 位　　　ゲスト卓話　　　   １３票　（３９． ４％）

２位　　　会員卓話　　　　    ７票　（２１ ・ ２％）

３位　　　クラブ協議会　　    ６票　（１８　　％）

同数３位　クラブフォーラム　６票　（１８　　％）

４位　　　事　　業　　　　　     １票　（　３　　％）

その他の意見　　

   ・ 大人のマナー教室　

　 ・ 会社に反映できる内容の物　

　 ・ 会長一任　

ゲスト卓話の充実とは　？
➀ゲスト卓話の回数を増やす。

    現在年間　９回～１０回　（年間例会数の１８～２１％）

②内容の充実

   聞きたい業界 ・ 項目 ・ 時事ネタ ・ 卓話者をリサーチし卓話者   

　 をお呼びする。

③懸案事項

　 ・ 卓話者謝礼の増額予算の組み直し

　 ・ スケジュールの調整　

　 ・ 出席率の確保 （対卓話者への配慮）

他クラブで独自のプロブラム
　 ・ ９月　観月例会　

　 ・ ３～４月　観桜例会

　会員数の少ないクラブはゲスト卓話は無く、 大半の卓話は会

員卓話である傾向にある。
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