
第1142回　平成26年11月27日号

本日の出席率７２.７％：会員数４５名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（３）２名・ビジター７名

前々回の修正出席率１００％：出席３５名・メークアップ７名・出席規定免除会員３名

  親クラブである佐世保北ロータ

リークラブより、 IM 開催依頼のキャ

ラバン隊が５名も来訪されておりま

すので、 是非、 １月３１日、 パラダ

イスガーデンへの出席の程、 宜し

くお願い致します。

　先週の年次総会で２０１５－２０１６

年度の新役員が決定しまして、 安心したところでありますが、 ま

だ、 本年度は７ヶ月も残っていますので、 引き続き宜しくお願い

致します。 本日は国際２７４０地区 宮崎ガバナーによる２０１４－

２０１５年度地区大会の報告です。 地区大会は 「地区大会の手

引き」 に準じて行われ、 無事終了致しました。 佐世保中央ロー

タリークラブは２つの表彰を受けました。

　本日は、 ロータリーの明日を改善していく為の、 「規定審議」

についてお話しします。 地区大会では、 規定審議会に提出す

る立法案を承認または提案することができ、 規定審議会に送る

代表議員を選出することもできます。ＲＩ理事会は２００７年規定審

議会には各地区に５件以上の立法案を提出しないよう奨励して

います。 ２０１３年２月に開催されたとのことで、 次回は２０１６年

度の開催ですので、 以下をご審議ください。

　私からの現状の改革案は２案ございます。

1. ポリオは紛争地等では公衆衛生の不備から再燃しますので、

ポリオ絶滅は戦争が無くならない限り、 到達できないのではない

かと思います。 ポリオ ・ プラスにはデング熱は毎年１００万人が

罹患し、 １万人以下が死亡。 西アフリカで猛威を振るった致死

率５３％でのエボラ発熱、 罹患すると致死率９０％以上の狂犬病

等のＲＮＡ型ウイルスが原因となる難治性の感染症があります。

人命救助支援にポリオプラス資金へと変遷していき、ＲＮＡ型の

ワクチンや治療薬に目をむけてはどうでしょうか。

2. 交換留学生に対して、 精神鑑定の項目を設けてはどうかとい

う点です。 アーリーリターン率と抑鬱等の精神的発症率が３％程

度と同じということ、 交換留学生の受け入れ先の問題で、ＲＩや地

区に賠償の問題にも起きてきていることへのひとつの対応策にも

なると思います。

貴方の輝くロータリーライフを
Your rotary life to glisten

佐世保南ロータリークラブ　 　　　　　　   古賀　良一様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　村瀬　高広様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  永田　武義様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湯口　純二様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮﨑　有恆様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中井　康晴様

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ　 川﨑　伸一様

１．例会変更

　　 佐世保東ロータリークラブ

　　  １２月１８日 （木） １２：３０→１２月２０日 （土） １９：００～

　　　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　クリスマス家族例会の為

　  平成２７年１月　１日 （木） 休会

　　　　定款第６条第１節により　

　　佐世保西ロータリークラブ

　　   １２月１６日 （火） １２：３０→１８：３０～

　　　　セントラルホテル佐世保　忘年家族会の為　

　　　１２月２３日 （火 ・ 祝）  １２月３０日 （火）

　　　平成２７年１月１３日 （火） 休会　定款第６条第１節により　

　　　佐世保北ロータリークラブ

　　   １２月２９日 （月）  平成２７年１月　５日 （月） 休会

　　　　定款第６条第１節により

佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　　 松本　一盛様                         

八重野一洋 社会奉仕委員長

　１１月３０日くっけん広場での行うロータリーディチャリティイベ

ントへのご参加、 宜しくお願い致します。

前田眞澄 中央会幹事　

　１２月６日 （土） 忘年親睦ゴルフ　　　  場所 不動大和ＣＣ

　１２月７日 （日） 本年度第２回中央会　場所 天山ＣＣ

となっています。 １２月７日の分は４組取っていますので、

あと２～３名様の参加可能です。 よろしくお願いします。
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本日の合計　　　　   16,000 円

本年度の累計　　  446,000 円

■ 地区大会報告 ■佐世保ロータリークラブ 古賀良一様

ご無沙汰しております。 久し振りにメークアップです。 西村

直前会長、 野村直前幹事、 前年度は何かとお世話様になり

ました。 今後ともよろしくお願い致します。

佐世保北ロータリークラブ 湯口純二様、永田武義様、

宮﨑有恆様、中井康晴様、村瀬高広様

本日はＩＭのご案内に参りました。 貴重な時間を割いて頂き

感謝致します。 たくさんの皆様のご参加をお待ちしておりま

す。

ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 川﨑伸一様

久し振りにメークアップで訪問させて頂きます。 よろしくお願

い致します。

大久保厚司会長、浅野訓一副会長、本田実幹事

本年も残り１カ月、 １年があっという間に過ぎていきますね。

大久保厚司 会長

　地区大会に１６名の出席ありがとうございました。 お疲れ様で

した。

　私が感じた地区大会はハーバート J． テーラーが、 １９３２年

の世界大恐慌のときに商取引の公正さを測る尺度として、 以

後、 多くのロータリアンに活用されてきました 「四つのテスト  / 

The Four-Way Test 」 に つ い て で す。 原 文 は 1.　Is it the 

TRUTH ?　2.　Is it FAIR to all concerned ?　3.　Will it build 

GOOD WILL and BETTER FRIENDSHIP ?　4. Will it be 

BENEFICIAL to all concerned ?　で、 日本語翻訳は １． 真実

かどうか。 ２． みんなに公平か。 ３． 好意と友情を深めるか。 ４．

みんなのためになるかどうか。 となっています。

　テーラーは１９３２年頃のアルミニウム製品は、 電力消費量が

非常に高く、 当時のハイテク技術で他国が真似できない製品

であったこと、 ニューディール政策で１９３５年にはいち早く米国

の農民の生活費が１.５倍になったこと、 やがて航空機大戦 ( 第

　　佐世保東南ロータリークラブ　　　

　　　１２月　３日 （水） １２：３０→１９：００～

　　　　ホテルオークラ JR ハウステンボス　忘年家族会の為　　　　

　　　１２月３１日 （水） 平成２７年１月　７日 （水） 休会

　　　　定款第６条第１節により　　

　　　

２．来　　信

・ガバナー事務所

　①クラブ請求書に関するご連絡

　②１２月のロータリーレートのお知らせ

　　　１ドル＝１１２円 （１１／２８入金まで１０６円）　

・地区大会事務局

　２０１３～１４年度会員増減最優秀賞 表彰状の送付

今日は地区大会の報告です。 会長のおごりで鰻をごちそうに

なった皆さん、 しっかり報告をお願い致します。

溝上純一郎君

昨日、 若木ゴルフクラブで池永君に完敗しました。 なんと池

永君ベストスコアで９３。 溝上９４でしたが、池永君、最終ホー

ルで８打を打つも敗けてしまいました。 池永先生、 今度から

ハンディ下さい。

野村和義君

本日は JRA 日本競馬会 「ルージュバック号」 のオーナー、

湯口純二様のご来訪、 誠にありがとうございます。 ルージュ

バック号はデビュー以来２戦２勝と来年の桜花賞、 オークス

の有力馬として注目を集めている馬の１頭です。 うまくいくと２

億円というお金が湯口オーナーに入ります。 大金持ちになら

れる湯口オーナーと今から仲良くしときましょう。 きっと来年は

毎週メークアップにこられるはずです。

八重野一洋君

１１月３０日に 「くっけん広場」 で開催します、 ロータリーディ

広島土砂災害支援チャリティイベント、 よろしくお願い致しま

す。

香月章彦君

先週の木曜、 金曜と二ヶ月に渡り１０００名を超える参加者を

頂いたとあるイベントがありました。 無事に終了し、 実行委員

長のお役目も終えることができました。 で、 総会も欠席、 す

みませんでした。 入会３年目で理事……できる限りの力を出

します。 よろしくお願い致します。

≪ＲＩ第２７４０地区第５・第６グループＩＭのご案内≫

　　テーマ「これからのロータリー」原点を踏まえて　

　開催日　２０１５年１月３１日 （土）

　点　 鐘　１３時３０分

　懇親会　１７時３０分　　

　場　 所　ザ パラダイスガーデン サセボ
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二次大戦 ) が勃発する予想がある程度できた時代背景で、 あ

くまで 「職業倫理」 として心にとどめることと思います。 それ故

に The Four-Way Test の解釈は個人に任せます。

岡光正君

　皆さん　こんにちは。 地区大会の報告をさせて頂きます。 ま

ずもって、大久保会長 「福田屋」 の鰻、大変ごちそうさまでした。

　さて、 地区大会の報告ですが、 先程　会長幹事からもご報

告がありましたが、 佐世保中央ロータリークラブが、 会員増強

部門で１３． ２％の純増で表彰を受けました。 私も本年度、 会

員状況委員会のメンバーの一人として、 会員増強の重要性を

痛感致しました。 記念講演の竹田　恒泰氏 「近代日本の歴史

と天皇」 についてのお話ですが、 日本人のすばらしさ、 日本

の自衛隊の優秀さを学んだ。 特に印象的だったのが日本人は

「世の為人の為」に尽くす文化を持っている。これがすばらしい、

他の国は真ができないと強調されていた。 今回の地区大会で

多くの事を学ばせて頂きました、 これから佐世保中央ロータリー

クラブの為に、 今後何が出来るかを考えていきたい。

芥川圭一郎君

　午前中に、 小学校の行事があり、 記念講演から参加させて

いただきました。 残念ながら、 鰻にはありつけませんでした。

　竹田さんの記念講演では、 『世のため人のため』 というフレー

ズが懐かしく思えましたし、 ちょっと忘れかけていた自分に気付

くことが出来ました。 来年は、 唐津での大会ということもあり、

来年こそは、 美味しい食事にありつけるように参加します。

宮﨑祐輔君

　大久保会長、 福田屋でおいしい昼食を有難うございました。

地区大会で強く印象を受けたのは、 竹田さんの記念講演、 そ

して米山親善大使の話にあった南京玉簾による留学生と日本

の文化交流の取組でした。

嘉村大輔君

　まず、 福田屋 （諫早市） で、 大久保会長の寛大なお気持ち

に甘えて、 タレと白米の相性が抜群の鰻定食を堪能し、 大会

に臨みました。

　諫早文化会館は、 ２７４０地区の有志で埋め尽くされていまし

た。 日常の例会では同クラブの皆様とお会いしますが、 やはり

これだけのメンバー一同に会すと圧巻です。 厳粛かつ和やか

な雰囲気のまま会は進んでいき、 竹田恒泰氏の講演も大賑わ

いのままに終わりました。

　次回開催地は、 小職の前任地であった唐津にて行われます。

次回も必ず出席することをお約束して地区大会報告と致しま

す。

浅野訓一 副会長

・ 「ＲＩ現況報告」 を聞いて、 下記の２点について報告します。

　頼正成 RI 会長代理 （台湾）

１．会員増強に関して

　本年４月現在、 会員数は約１２２万人で、 ここ２０年来１２０万

人は維持している。 しかし、 アメリカ４２万人から３６万人、 日

本１２万人から９万人と、 減少が著しい。

　Gary RI 会長のアドバイスでは、 女性と若いロータリアンを増

やしましょうと言われています。 現在、 全世界の女性会員比率

は１９％。 台湾では２５％、 日本では６％にも満たない。

　当佐世保中央ロータリークラブでは２％です。

２．６つの重点奉仕計画

　　１） 平和と紛争解決 ・ 予防

　　２） 疾病予防

　　３） 水と衛生

　　４） 母子の健康

　　５） 教育と識字率向上

　　６） 経済と地域社会の発展

　「水と衛生」 では、 現在７２億人の人口のうち、 十分な衛生

設備を利用できない人々が２５億人います。 汚染された水で命

を落としている人が毎日３０００人います。

　「識字率」 については、 ７億７５００万人の人が読み書きがで

きません。

　「経済」 については、 １日１２５円未満で生活している人が１４

億人います。

〔まとめ〕

　世界の現状についての悲惨な数字を具体的に聞かされると、

日本の素晴らしさを感じるとともに、 何とか支援しなければなら

ないという思いが湧いてきます。

　しかし、 以前、 あるロータリアンから聞いた話があります。

「ロータリークラブに入会し会費を納めていることこそが、 世界

的な奉仕活動に参画していることになるのだ」 と。

　地区大会に出席して、 改めてその言葉を実感することができ

ました。

坂井智照 地区社会奉仕委員長

　大会当日は登録委員会に出席致しました。 本年は１３５０名

の登録をいただき、 宮﨑ガバナー、 緒方実行委員長は大変

喜んでいらっしゃいました。

ＳＡＡ：崎山信幸君

次回例会／１２月４日１２：３０～

次回献立／木の葉丼、小鉢、野菜煮物、味噌汁
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