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本日の出席率７５.０％：会員数４５名・出席３２名・欠席１０名・出席規定免除会員（３）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３３名・メークアップ９名・出席規定免除会員３名

　1 月 31 日土曜日、 ザ パラダイス

ガーデン サセボにて 2740 地区第

5 ・ 第 6 グループによる IM が開催

されました。 最終登録 270 名、 参

加人数 216 名、 中央からは 19 名

の参加でした。 全体として多少赤

字がでた模様です。

　特別講演はパストガバナーの廣畑富雄先生による自筆著書の

「ロータリーの心と原点」 （2010 年 12 月改訂 3 版） の朗読説明

でした。 第 2 部のパネルディスカッションでは平戸ＲＣ 渡辺英

二君、 佐世保西ＲＣ 江口圭介君、 ハウステンボス佐世保ＲＣ 

川副源太郎君、 佐世保北ＲＣ 松尾辰二郎君の 4 名のパネラー

で、 職業奉仕については四つのテストをふまえたロータリアンの

心得、 社会奉仕、 クラブ奉仕では会員の親睦と会員増強、 ロー

タリー財団の必要性等が議論されました。

　私が受け取った解釈は 「新興国でロータリアンが増えるのは、

先進国の社会生活と構造が異なりますので、 ロータリーに加入

することでスティタスが高まる。 日本のロータリアンは寛容な心で

クラブ会員との親睦を保ち、 自己研鑽をおこなうもの同士の生涯

友情の絆を深めている」と認識しました。 但し「職業奉仕の理念」

に関して私が携わっている 「医療」 では少しの間違いでも厚労

省の指導が入り、 故意の作為は歯科医師免許取り消しという法

令厳守と保険診療の枠内での施行であるが故、 「真実かどうか」

を 「現実かどうか」 と解釈して取り組んでいますが、 ある種の販

売業では偽装行為がまだ存在するとの発言があり、 職種によっ

ては四つのテストを急務とするような、 ロータリークラブ会員の職

業感にずいぶんと格差があると感じました。

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

１．例会変更

　　 北松浦ロータリークラブ

　　  ２月１７日 （火） １８：３０～

　　　　優良従業員表彰及び懇談会の為

　  ２月２４日 （火） １２：３０→２月２１日 （土） １８：００～

馬場貴博 親睦活動委員長

　来週、 ２月１２日は延寿会となっております。 １６時３０分より福

石観音にて御祈願、 １８時３０分よりワシントンホテル佐世保に

て開催致します。 皆様よろしくお願い致します。

前田眞澄 中央会幹事

　第３回中央会の案内です。 ３月７日 （土） 佐世保カントリー

倶楽部で行います。 尚、 今回は恒例であります北クラブの北

斗会との対抗戦になります。 詳細がわかりしだい皆様にご案内

したいと思います。

　　　　平戸海上ホテル　３クラブ合同例会のため　

　　　３月１０日 （火） １２：３０→３月１５日 （日） ９：００

　　　　佐々川河川敷　佐々川清掃奉仕のため

 　　伊万里ロータリークラブ

　　  ２月１８日 （水） １２：３０→１８：３０～

　　　　梅本　　　夜の例会の為

　　　２月２５日 （水）→２月２２日 （日） １２：３０～

　　　　伊万里迎賓館　第４グループＩＭ開催のため

　  　

２．来　　信　

・（公財）ロータリー日本財団

      確定申告用寄附金領収証について

・(公財）ロータリー米山記念奨学会

      確定申告用領収証の送付

・ガバナー事務所

      「第１６回ロータリー囲碁大会」 のお知らせ　　　　

・太田義久 ２０１５－１６年度ガバナー

      国際協議会より

　・ガバナーエレクト事務所　

　２０１５－１６年度地区名簿に作成に伴うお願い

３．依頼・伝達

　次回２月１２日（木）の例会は、ワシントンホテル佐世保で「延

　寿会」　を開催致します。
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ＳＡＡ：糸瀬新君

次回例会／２月１２日１８：３０～

次回例会／延寿会・ワシントンホテル佐世保

浅野訓一副会長

　ＩＭには 5 ～ 6 回出席していますが、 ロータリーの原点を学

ぶという点については、 これまでで一番勉強になりました。

　ロータリークラブに入会して最初に出会う関門は、 「奉仕の理

想」 という大変理解し難い言葉だと思います。 記念講演で配

布された書籍によると、原語の「Ideal of Service」から言えば 「奉

仕の心 （Ideal）」 という方が解りやすいし、 「奉仕 （Service）」

の意味は論語に登場する 「恕」 （相手への思いやり） に通じる

ものがあるのではないかと書かれています。

　また、 別のページには、 Service とは、 「相手をおもんばかっ

た行為」 とも書いてあります。 思うだけではなく 「行為」 も必要

ということでしょう。 結局 「奉仕の理想」 を 「相手のことを思い

やる心と行為」 と訳してみようかと思いました。

糸瀬新君

　第１部の講演は難しく固い話でよくわかりませんでしたので、

後で本を熟読したいと思います。

　第２部のパネルディスカッションは、 ロータリークラブへの入会

動機、 現在の状況、 ロータリーの存在意義が変化してきてい

る等、 本音の話をさまざま聞けて非常に参考になりました。 私

のロータリー活動としては、 まず毎回出席することが大事であ

る。 毎回出席して経験を重ねて成長していきたいと思いました。

岡光正君

　今回ＩＭに参加させて頂き、 正直心に響くものがありませんで

した。 講演の内容を聞いて感じた事は、 世代間の違いを痛感

致しました。 若い私達から見ますと 「ロータリー」 とは何かにが

疑問符です。

　私が入会した時、 佐世保中央ロータリークラブが開催したＩＭ

が、 大変すばらしい物だったと思います。 私のロータリーの原

点は、 この中央クラブです。 このクラブの中で、 ロータリーの

価値とやりがいを見出して行きたい。

岡田文俊君

　様々な表現が入り乱れるミーティングで勉強になりました。 そ

の多様性も大事なことと思います。

■ ＲＩ２７４０地区第５・第６Ｇ ＩＭの報告 ■

　ロータリークラブの分布分析を初めて聞きました。 成長の過

程の中で重要なことは世代間の伝達であると思いました。 先進

国と発展途上国では分布度合いが異なるので、 我々は世代間

の問題が重要なのではと考えます。 野口パストガバナーの話さ

れていたロータリー財団のあり方については同感です。 今後も

常に問題意識を持つ必要があると思います。

　入りて学び、 入りて奉仕して人生人格を高めるよう努力します。

西村浩輝直前会長

　講演の最初に言われた廣畑富雄パストガバナーの少年の心

に返れ、 ロータリアンは少年、 少女にもどってエンジョイせよ。

基本に返ろうという話を拝聴し、 これからもロータリーを楽しん

でいきたいと思います。

馬場貴博君

　ロータリー財団の寄付について野口パストガバナーよりあまり

気にしないで良いとの話があり、 少し気が楽になりました。 又

職業分類の件であまり幅を持ち過ぎてアバウトすぎるとの意見も

参考になりました。

溝上純一郎会長エレクト

　サービス＝奉仕ではない。 ロータリーでいうサービスはもっと

広い意味でがある。 職業奉仕では四つのテストを忠実に実行

し仕事をこなすことで職業奉仕の意味がある。

　クラブ奉仕においても例会に出席し、 自分の勤めを果たすこ

とでも立派なサービスであります。

宮﨑祐輔君

　第 2740 地区第 5 ・ 第 6 グループのＩＭに今回初めて出席しま

した。 ホストの佐世保北及び平戸ロータリークラブの皆様から

好意と友情にあふれるおもてなしを頂き、 とても楽しいプログラ

ムでした。

　今回のＩＭはロータリーの原点がテーマになっていましたが、

原始ロータリーについての勉強をする会かなと思っていました

が、 当日は今のロータリークラブ、 特にＲＩが抱える課題につい

て大先輩の講演や活発な議論がなされ、 ロータリークラブ会員

のロータリーに対する熱い思いを感じました。 私もロータリーの

心と原点を大事にして、 職業奉仕に務めていきたいと思いま

す。

　最後に懇親会でおいしいお酒が出たのに、 飲み残して帰っ

てきたのが心残りでした。 森酒造さん、 ごめんなさい。

山瀧正久君

　ＩＭのあり方が佐世保中央ロータリークラブが実施したのを原

点と考えている。 他クラブのＩＭについて行事をこなせば良いと

いうのもではないと思う。 これからもしっかりこなしていく必要が

ある。

大久保厚司会長

　会員の皆様の IM でのロータリーの心得や活動についての感

じかたが、 前向きなことに感心致しました。 ロータリーでのご活

躍をお願いしたいと思います。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

節分、立春と過ぎ確実に春の足音が近づいて来ていますが、

まだまだ朝からの寒さと冷え込みが厳しいようです。 今日は

IM の報告です。 皆さんよろしくお願い致します。

馬場貴博君

２月３日の節分の日は初めて鬼の役目になりました。 恥ずか

しいやら、 嬉しいやら。 そしてメインは延寿会のお知らせで

す。 １２日は皆様よろしくお願い致します。

本日の合計　　　　    5,000 円

本年度の累計　　  541,000 円
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