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本日の出席率８４.１％：会員数４５名・出席３４名・欠席７名・出席規定免除会員（４）３名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３６名・メークアップ５名・出席規定免除会員３名

　本日は卓話者に一般社団法人

佐世保青年会議所理事長　谷口

辰巳様を迎えております。 後ほど

の卓話を楽しみにしております。

　今月２２日〜２５日までグアムの 

Rotary Club of Guam Sunrise と 

Rotary Club of Tumon Bay の２クラ

ブを訪問してきました。 詳細は３月１２日の例会で、 DVD を交え

て報告させて頂きます。

　私も２１年前まで佐世保青年会議所に在籍させて頂きました。

思い出に残ることは、 一度当クラブに来訪された宮崎で神経内

科を開業されている先生が、 日本青年会議所医療部会の会長

を務められたことです。 当時は、 主にチベット / ミャンマーに合

計２ヵ月間の医療支援活動を行っていました。 現在は、 東日本

大震災後とカンボジアでそれぞれ２ヵ月程の医療支援活動を

行っています。

　私も歯科医院をそれほど休めないことを理由に九州地区協議

会会長役を拝命しましたが、 厚生大臣との食事会や名刺交換

界等も開催し、 その経験が現在の保健医療改正委員会にも繋

がっていると思います。 是非、 皆様のお子様も佐世保青年会

議所に入会させ、 それぞれの職種の日本部会に出向させては

如何でしょうか ? きっと将来役に立つと思います。

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

第 6 グループガバナー補佐　 　　　　　　宮原　明夫様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　大鳥居　宏様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  中井　康晴様

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２４日 （火） １２：３０→３月２６日 （木） １８：３０～

　　　　香門　　夫人同伴観桜夜例会の為　  　

宮原明夫 第６グループガバナー補佐

　１月３１日に開催されましたＩＭには、 多

くの会員の皆さんにご登録およびご参加

いただき誠に有り難うございました。 お陰

様で、 充実した中に無事終了することが

出来ました。 この場をお借りして深くお礼

申し上げます。

　さて、 今週の月曜日 （２月２３日） は、 ロータリーの創立記念

日でした。 ご存じのように、 １９０５年２月２３日に、 シカゴにて、

ポール ・ ハリス他４人の実業家が集まって初めての例会が開

催されました。 今年はそれから１１０周年にあたります。

　

　創立初期のロータリー思考は、①会員の事業上の利益の促進

と②会員同士の親睦のいわゆる物質的相互扶助を目的として

いました。 しかし、 その後は組織の拡大とともに一貫して職業

奉仕を中心に奉仕の哲学を築きあげてきました。

≪ 第３回ガバナー補佐訪問 ≫

　　　　３月３１日 （火） 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

　　　　３月３１日 （火） 休会　定款第６条第１節により

２．来　　信　

・国際ロータリー日本事務局

      ３月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝１１８円

・ガバナー事務所

      ①「補助金セミナー」 の資料の送付

      ②クラブ青少年奉仕委員会 委員の任期について

      ③第３６回ＲＹＬＡ開催のご案内

　　　　 日時　　５月２３日 （土） ～２４日 （日） １泊２日

　　　　 場所　　平戸海上ホテル

　　　　 ホストクラブ　　平戸ＲＣ

・佐世保ロータリークラブ

     　２０１５－１６年度第１回市内８ＲＣ会長 ・ 幹事会のご案内　

　　　日時　３月２８日 （土） １０：００～１５：００

　　　場所　ワシントンホテル佐世保

・公益財団法人九州盲導犬協会

     　会報 「ハーネス九州」 ２０１５年２月発行　vol.６６の送付　
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本日の合計　　　　   30,000 円

本年度の累計　　   621,000 円

一般社団法人 佐世保青年会議所

第６２代理事長 谷川辰巳様

　皆様こんにちは。 本年、 一般社団法

人佐世保青年会議所の理事長を務めて

おります谷川辰巳と申します。 本日は、

佐世保中央ＲＣ様の卓話にお招き頂き

誠にありがとうございます。

　まずは、 最初に自己紹介をさせて頂きます。 私は愛知県で生

まれ、 小学校１年生までは愛知県で生活しておりましたが、 父

親をがんで亡くした小学２年生からは、 母親の実家である佐世

保で母親と姉と妹と３人で暮らし始めました。 小学校１年生まで

は祖父が名古屋で地主でしたので、 裕福な生活をしておりまし

た。 しかし、 母親はその生活を捨て佐世保が好きでしたので、

佐世保に帰って参りました。 その後は、 母子家庭でしたので大

変経済的にも苦しかったです。 その様な経験上、 将来お金持

ちになりたいという風に思っていました。 小学生の時に、 担任の

■ ゲ ス ト 卓 話 ■
ＲＩ２７４０地区第６グループガバナー補佐　宮原明夫様

１月３１日開催されましたＩＭにはたくさんの会員の皆様に登録

及びご参加頂きまして、 ありがとうございました。 本日は３回

目のクラブ訪問です。 どうぞよろしくお願いいたします。

佐世保北ＲＣ会長 大鳥居宏様・幹事 中井康晴様

大久保会長、 浅野副会長、 本田幹事はじめ会員の皆様、

先般のＩＭの折には多くの登録参加を頂き、 誠にありがとうご

ざいました。 お陰様で盛会裏に終了することが出来ました。

本日は、 宮原ガバナー補佐の動向で訪問しました。 どうぞよ

ろしくお願い致します。ＪＣ 谷川理事長、 卓話頑張って下さ

い。

大久保厚司会長・浅野訓一副会長・本田実幹事

２月逃げ月と後２月も数日になりました。 本日は宮原明夫第６

グループガバナー補佐、 大鳥居宏佐世保北ＲＣ会長、 中井

康晴佐世保北ＲＣ幹事のご来訪を歓迎致します。 皆さんご

存知の通り、 ２２日から２５日までグァムにある２つのＲＣを訪

問してきました。 ただ、 私、 幹事の仕事をしたのは、 訪問先

にて岡委員長が用意をしてきてくれたバナーと佐世保独楽を

会長に手渡しただけで、 あとは旅行者気分でした。 岡委員

長、 宮﨑委員長、 ありがとうございました。 このお礼はきっと

会長がしてくれるでしょう。 後日予定しております報告会をお

楽しみに。 本日は佐世保青年会議所第６２代理事長 谷川辰

巳様の卓話です。 宜しくお願い致します。

牛島義亮君

本日の谷川理事長の卓話を歓迎して、 ニコニコします。 そ

れとあわせて、 大久保会長はじめ国際奉仕委員会メンバー

にお礼申し上げます。 よく、 指山さん、 井上さん、 そして私

の我儘に耐えて頂きました。

岡光正君 ・宮﨑正典君

先日のグァムのＲＣ訪問では総勢１２名でメイクアップに行っ

てきました。 詳しいもようは３月１２日の夜の例会にて報告致し

ます。 お志を頂いた山瀧さん、 池永さん、 前田さんありがと

うございました。 そして、 本日の卓話者谷川理事長、 西田

専務理事の来訪を心より歓迎致します。 １年間体に気を付け

て頑張って下さい。

佐世保青年会議所ＯＢ一同

佐世保青年会議所第６２代理事長、 谷川辰巳君の訪問を歓

迎します。

崎山信幸君

皆様におかれましては大変お忙しい中、 本日、 私事にてお

世話になります。 今から緊張しておりますが、 よろしくお願い

致します。

宮﨑正典 国際交流委員長

　先日のグァムＲＣ訪問に総勢１２名で行ってきました。 ７時１５

分～グァム サンライズＲＣ、 １１時４５分～タモンベイＲＣで、 日

本語を話せる方が各クラブに数名いたので、 交流にさほど苦

労しませんでした。今後も他国のＲＣを訪問できたらと思いました。

馬場貴博 ２０１５～１６年度幹事

　本年８月からくる国際青少年交換学生の受け入れで大変

困っています。 佐世保中央ＲＣ全体の問題として、 皆様も是

非考えて下さい。

　最近は、 女性会員の入会 (1989）、 メークアップ期間の延長

(1995)、 「一 人 一 業 種 制」 の 廃 止 (2001)、Ｅク ラ ブ の 認 可

(2001)、ＣＬＰの採用 (2005) などクラブ管理 ・ 運営を中心に変

わって来ています。 これらは、 いわゆる 「変えて良いもの」 に

入るのかもしれませんが、 反対に、 ロータリーの奉仕理念

（「He profits most who serves best」 と｢Service above self｣） な

どは 「変えるべきではないもの」 とされています。

　今後、 時代の変化とともにロータリーがどう変わって行くのか

見守り、 考える必要があると思います。 今回のＩＭもそのテー

マを 「これからのロータリー！」 （原点をふまえて） としました。

佐世保中央 RC も今年の秋に創立２５周年を迎えられるとのこと

で、 会員も現在のところ純増２名とのことですので、 今後更に

発展されることを祈念します。

  最後に、 ３月７日は毎年恒例の貴ＲＣと佐世保北ＲＣとのゴル

フの対抗戦ですが、 どうぞお手柔らかにお願い申し上げます。
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先生のご自宅を訪問させてもらった時に、 大変立派なご自宅

だったので、 先生になれば裕福な生活ができると思い、 大分

大学の教育学部に進学しました。 しかし、 学校の先生の給料

など現実なところを知って、 もっと高みをめざそうと思い経済の

方に進もうと思いました。

　そして、 大分にある朝日ソーラーという会社で営業の職につ

きました。 並行して２４才の時に、 長崎市の知り合いの方と共

同出資という形で会社を立ち上げました。そんな時に、今のイー

グル警備保障という会社の会長に知り合いました。 会社の跡継

ぎがいないということで、 平社員からではありますけども、 会社

を一緒にやってみないかというお誘いを受けました。 そして後

継者になるという想いを持って入社させて頂きました。 現場から

営業までさせて頂いて、 ある程度成績を何とか残すことができ、

２９才の時に役員にして頂き、 従業員の方を統括している現状

です。 警備と言っても警備の内容は９種類程度ありますが、 会

社では４種類程度に関わっています。 そして、 とにかく資格を

取ろうと思い、 夜遅く帰っては毎日２時間程度勉強をするという

生活を５年ほど続けました。 現在では、 警備の国家資格を１４

個取ることができました。

　そうした中、 ２００６年に佐世保青年会議所にご縁があり入会

させて頂き、 今１０年ほど活動をさせて頂いています。 小さい

時から、 父親がいなかった分母親には非常に厳しく育てられま

した。 母親からは、 人を信用しなさい、 感謝の気持ちを持ち

なさい、 一生懸命やりなさいという３点をよく言われていました。

佐世保青年会議所でもそういう想いを持って物事に取り組んで

います。 本年は、 「実践躬行～溢れる情熱と思いやりを持って

～」 というスローガンのもと活動しています。 意味としては、 人

任せにせずに自分自身でしっかりと行動して行きましょうという

事です。 そして、 物事に情熱を持って取り組み、 回りの方に

は思いやりを持って接する事が重要だと考えています。 そうい

う輪を広げていくことで明るい豊かな社会の実現に繋がっていく

と信じています。 本年は、 ８２名の会員でスタートし、 現在８６

名で活動しています。 皆様の周りにも４０歳未満の方で一緒に

活動してくれる方がいらっしゃいましたら紹介を宜しくお願い致

します。 また、 青少年と親に対しての道徳事業、 地域活性化

事業としてさせぼシーサイドフェスティバル、 郷土愛醸成事業と

してアメリカンフェスティバルの復活、 この３つの柱を持って活

動致します。 行政や各種団体などいろいろな方と連携しながら

進めて参りますのでご協力を宜しくお願い致します。 最後にな

りますが、 佐世保青年会議所の第６２代理事長として、 母の教

えを守りながらしっかりと活動して参りますので、 今後ともご支

援の程を宜しくお願い致します。

≪グァム ・ ロータリークラブ訪問≫

　一つ目のグァム サンライズ ＲＣを公式訪問してきましたパシ

フィックスターホテルで開催。 少人数のクラブで、 参加者１０名

位に私達１０名と福岡の航空自衛隊の方が２名メイキャップに来

ていらっしゃいました皆さん、 和気藹々で、 日本語喋れる人は、

黄色いかつら？！被っていました白髪の方の日本人の奥さんも

参加でした。



第1153回　平成27年2月26日号　P4 .

ＳＡＡ：糸瀬新君

次回例会／３月５日１２：３０～

次回献立／松花堂弁当

　１１時からは、 ２つ目のタモンベイＲＣへ。 例会場は、 朝と同

じパシフィックスターホテル。 会員は、 ８９名いらっしゃるそうで

すが、 参加者３５名程度で、 スクリーンにクラブ紹介の映像が

流れてメンバーの雰囲気は、 ちょっと朝とは違い、 人種も様々

で、 少し硬い感じがしました。 会長は、 女性で、 卓話者紹介

も女性、 卓話者も女性で、 教育や環境、 様々な子どもの生活

のあり方を問題提起されていらっしゃいました。 テレビ局の取材

も入っていました。 その後は、 アウトレットに寄り、 島内ドライブ

観光島を時計に例えると１０時の位置から南下して３時の方向

へ・ ・ ・最終目的の１１時方向恋人岬は、 レンタカー返却時

間に間に合わない為に次回に先送り。 こちらではスクールバス

を追い越せない時間帯と重なり、 ノロノロ運転で渋滞。 でも景

色は、 素晴らしかったです。 南のイナラハン天然プールの上

の展望地を見学してきました。
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