
committee

第1097回　平成25年12月19日号

本日の出席率８０.０％：会員数４０名・出席３０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２９名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）２名

　皆さん、 こんにちは。 寒い日が

続いておりますが、 寒気団の三波

型ということで、 エジプト、 アメリカ、

日本と三方に寒波が広がっている

気象状況になっているからとテレ

ビで解説しておりました。 体調に

は気を付けて下さい。 　先週、 今

年最後の例会と思っていた忘年家

族例会でしたが、 今日までありました。 失礼しました。 その忘年

家族例会をお世話していただきました本田 実親睦活動委員長

はじめ委員の方々の 「お・も・て・な・し」 ありがとうございました。

奥様方にも多数来ていただき、 重ねて感謝申し上げます。 あり

がとうございました。

　

　今日の卓話は会長の 「半年を振り返って」 ということになって

おりますが、 半年後の６月にも会長卓話がありますので、 その

時に 「一年を振り返って」 ということで、 会員の皆様に感謝の気

持ちをまとめて話させて下さい。 今回は振り返ってということでは

なく、 話させていただきます。 よろしくお願いします。 ありがとう

ございました。

宮﨑正典 中央会幹事
　１２月２２日 （日）、 佐賀ロイヤルゴルフクラブで開催の第３回

中央会の参加予定者は２０名です。 １２月２１日 （土） に宿泊

される方は１９時スタートです。 ワイン、 日本酒なんでも用意

しております。

《 ロータリー情報 》　
八重野一洋 クラブ管理委員会委員　

　今回のロータリー情報は 「家族月間に因んで」 です。

１２月は家族月間です。 １９９５～９６年度ハーバート G ・ ブラ

ウン会長は、 世界平和は地域、 家族から始まるとの考えを表

明しました。 そして１９９５年１１月のＲＩ理事会において、 ２月

の第２週を 「家族週間」 と指定することになりましたが、 ２００

７年７月の同理事会において、 ２００３年～０４年度ジョナサン

B ・ マジィアベ会長が家族の重要性を強調していることを称え、

理事会は１２月を 「家族月間」 と指定し、 これに伴って 「家

族週間」 を廃止しました。

家族月間の意義とその展開
　この月間は、 ロータリーアンにプロジェクトや活動、 行事を

通じて家族と地域社会への献身を示すとともに、 クラブ及び地

区はロータリー家族委員会を設置し、 会員とその配偶者や子

供、 親戚、 元ロータリアン、 亡くなったロータリアンの配偶者

等に対する家族的な心配りや善意の行動は、 様々な考えを

協力的に分かち合い、 会員を増強し、 退会を防止し、 組織

を強化し、 更に人道的奉仕活動を発展させることによって、

社会の信用を得、 活力ある豊かなロータリーの発展に繋げる

ことが期待されます。 現在、 インターアクトー、 ローターアク

ター、 ロータリー財団学友、 ロータリー地域社会共同隊など、

ロータリーに関するすべての人々の組織を含めて 「ロータリー

家族」 と呼んでいますが、 この偉大な 「ロータリー家族」 と

共に奉仕プロジェクトを行うことが奨められています。

家族月間にあたって～各年度のＲＩ会長のメッセージより
＊ジョナサン B ・ マジィアベ２００３年～０４年度会長

　 この特別な１２月に、 家族月間がロータリーカレンダーに初

めて記されたことを、 私は格別に誇りに思っています。 家族

月間の制定は、 各ロータリークラブに地域の家族、 特別に援

 １．例会変更　　
　　　ありません。

 　　　 　　　　　 　　　　 

２．来　　信   

    ・ガバナー事務所
　　  ①２０１４～１５年度役員報告について

　　  ②２０１３～年手続要覧 （日本語版） について

　  ・ガバナーエレクト事務所
　　 次年度地区委員長へ次年度地区行事日程のお知らせ

　  ・一般財団法人比国育英会バギオ基金
　　　２０１２年度事業報告書送付と基金への寄付のお願い

　　  

３．伝達・依頼
　　 ・ 牟田憲市君の会社のＦＡＸ番号が変更になりました。

　　　新ＦＡＸ番号　３８－１２０１
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西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
今年最後の例会に、 淡々とご出席いただきありがとうございま

す。 さて、 先週の忘年、 「夫婦仲良し例会」 はいかがだった

でしょうか？北京ダッグに気づいた方も気づかなかった方もそ

れなりに美味しい中華ではなかったかと思います。 親睦活動

委員会の皆様ありがとうございました。 また、 食べたことのな

い料理の企画を宜しくお願いいたします。 いよいよ、 今年最

後の例会となりました。 半年間、 会員皆様方には大変ご心

配にご迷惑をおかけいたしました。 皆様方のご協力により、

何とかここまでやってこれました。 心より感謝申し上げます。

今年最後に、 会長卓話でしめのご心配をおかけし、 ２０１３

年度を終了したいと思っております。 半年間本当にありがとう

ございました。 大変長文になりましたので、 ３人ダブルでニコ

ニコいたします。

岡田文俊君
先週の忘年家族例会、 すっかり楽しんでしまいました。 あり

がとうございました、 先週お手伝いをしている 「百年の森委

員会」 が正式にＮＰＯに承認されたので市長さんと自衛隊の

幕僚長にご挨拶に行ってきました。 森作りの団体で佐世保

中央インターも森にしようという団体です。 ご支援をお願いす

ることがあると思いますのでニコニコします。 佐世保中央イン

ターが雑草だらけなのはそのせいです。 すみません。

Ｐ．Ｓ 鶴田さんのバンド、 児童まつりで子供達に大好評でした。

《 会 長 卓 話　》　

西村浩輝 会長 
　何をどのように話そうかと迷い悩みまし

たが、 佐世保中央ＲＣの会員関係者に

感謝する気持ちを持つことが根底にある

ことを認識することだと思っております。

役員理事の方、 又会員の皆様、 そして

事務局の協力があってこそこれまで半年

を過ごすことができたと感謝しております。 特に野村幹事には

何事も任せきりで私は何もしていないと思っていますし、 淡々と

ロータリーライフを楽しんでいます。 それを記録し、 思い出を

映像として残すことです。 来年もそのように楽しみたいと思って

おります。 静止画、 動画で私の身の回りのことを絵として残し

ていきたいと思った原点を少し話させて下さい。 小道具として

カメラとビデオカメラを持参しましたので、 見ていただきたいと

思います。

　静止画は写真機 ・ カメラと呼ばれるもので、 昔はフィルムに

画像を残すものです。 私の父が写真機が好きで戦前 ・ 戦後と

写しまくったようです。 その背中を見ながら育っていく中で、 私

も好きになってきた学生の頃、 ライカを使うようになりました。 こ

の製造Ｎo.１６万代というのは、 １９３３年頃製造されたものでは

ないでしょうか。 そしてフィルム写真機です。 もう一台父の形見

と思っておりますが、 ライカＭ３　製造番号が７０万代のライカで

す。 これらの写真機は今でも写すことができます。 もちろんフィ

ルムを入れなくてはいけないのですが。 私の最新式のカメラは

ソニー製です。 デジカメができてメーカーも色々になりました。

フィルムからハードディスクやメモリーカード式になっておりま

す。 このカメラの良いところは、 自分撮りが出来るところです。

今ではＲＣ各行事を撮りまくり、 今はすぐプリントアウトできます

ので、 皆様に喜んでもらえるだろうと思って配っています。 これ

も父の影響もあると思います。 仲間の写真を喜んで配っていた

事を目にしています。 その時その時の写真が記憶に残る、 思

い出になる小さい時からのアルバムが我が家には残っております。

　ところで、集合写真でニコニコ顔を撮る方法 「ハイチーズ」 「１

＋１＝２」 と掛け声を掛けますが、一つの方法として、イチ、ニ、

イチ、 ニ、 イチ、 ニと連呼している時にシャッターを押すとニコ

ニコ顔を写すことができます。

　それから動画の記録は、 ビデオカメラの時代になりました。

旧戸尾小の育友会会長にさせられたとき、 ３番目の娘の入学

式でした。 この娘が６年生卒業時に入学式のビデオがあると言

われ、 それを見た時の感動は忘れられません。 これらの映像

記録は今から必要になると思い、 このパスポートサイズハンディ

助を必要とする人々に 「手を貸す」 ことを推奨するためのもの

です。

    ・ ロータリー家族に温かい思いやりを要とする人々に 「手を 

　　 貸す」 ことを推奨するためのものです。

    ・ ロータリー家族に温かい思いやりを

　 ・ ロータリー家族のロータリー活動への参加を　

　 ・ 家族をロータリアンに

 
＊グレン E ・ エステス ・ シニア２００４年～０５年会長

　私にとってロータリーの最もいいところは、 常に仲間でいられ

るということです。

　 ・ 家族に手を差し伸べ、 参加を勧めよう

＊カール ・ヴィルヘルム ・ ステンハマー２００５年～０６年会長

　 ・ ロータリーの家族は一般的な枠組みを超えた存在です。

　 ・ ロータリーの家族は友情と連帯感をはぐくむ

＊ウイリアム ・ ビル ・ ボイド２００６年～０７年会長

　 ・ ロータリーはそれぞれの家庭、 地域社会、 それにお互い 

　　 のことに心配りをする人の集まりです。

　 ・ ロータリーの成功は一人ひとりのロータリアンとロータリーの

　　 家族の皆さんのご支援によって成り立っています。 家族の 

　　 中では誰かがより大切で、 誰かがあまり大切ではないという

　　 ことはありません。 誰もが等しく価値があり、 等しく家族の

　　 一員なのです。

大久保厚司君
誕生日祝いありがとうございます。

山田伸二君
昨日、西海市の入札で工事が取れましたので、ニコニコします。



ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／１月９日１８：３０～

次回献立／正月弁当雑煮付き
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カムで、 娘の中学生の３年間、 各行事を撮り思い出として残す

ことができました。 それから私の身の回りの行事をビデオで撮り

始めました。 記録媒体もＶＨＳテープから８m/m テープ、 カー

ド式にそれからハードディスクと次々に変化しております。 今か

らも動画も静止画も私の記憶として撮りたいと思います。 今から

もプリントアウトしたものを配りますので、 喜んでいただければ

私も嬉しいです。 とりとめもない話で申し訳ありません。

ありがとうございました。

山瀧正久 副会長
　昨年はＳＡＡをさせて頂きホームクラブ

１００％でしたが、 今年はどうしても日程

的に来られない時があり、 休みを頂きま

した。 皆様は市内ですからメンバーと一

杯飲んだりと楽しみがあり羨ましく思って

います。地域的なハンディがありますが、

なるべく夜の例会は出席して、 皆様とお付き合いをさせて頂け

ればありがたいです。

　ロータリーの話とは違いますが、 北海道の広尾町と西海市が

姉妹都市で、行政だけでなく「みかん」を通じて交流をやりましょ

うということで、 ４年前から交流をしており、 最初はみかんを１００

箱ほど持って行きましたが、 今年は２００箱持って行き、 天気

のおかげもあり、 あっという間に売り切れました。 私が作ったみ

かんが見かけよりも中身がいいと非常に喜ばれました。 帰って

からも追加の注文がきて嬉しい悲鳴です。 色々な出会いがあり

ますが、 地域の方々との出会いで交流を深めています。 船番

所をやりながら、 体験学習とか体験農業をしていますので、 西

海市に寄られる時は食事もさることながら、 気軽に立ち寄ってく

ださい。

野村和義 幹事
　まだ振り返るには未経験というか、 前を

見ていかなければなりません。 先程会長

から申しましたように、 一年間経ったとき

に振り返って色々と反省をしたいと思いま

す。 あと半年宜しくお願いします。
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