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１． 例会変更

　　佐世保南ロータリークラブ

　　９月１７日(金）１２：３０→１８：００～

　　パールクイーン　観月例会のため

　　９月２４日(金）　休会　定款第６条第１節により

　　伊万里西ロータリークラブ

　　９月　９日(木）１８：３０～

　　伊万里迎賓館　新入会員歓迎会のため

２． 来　　信

■ガバナー事務所より

　 ２０１０～１１年度地区名簿

　比国育英会バギオ基金 「バギオだより２０号」 の送付

■地区大会事務局より

　 １１月７日開催の朝ごはんプロジェクトのお知らせ

■佐世保南ロータリークラブより

　 現況報告書の送付

■海上自衛隊佐世保地方総監部

　佐世保音楽隊ファミリーコンサート開催のお知らせ

■公益財団法人九州盲導犬協会

　会報「ハーネスQshu」第５７号の送付

　

３． 伝達 ・ 通知

今週の土曜日は白浜クリーンアップになっていますの

で、よろしくお願いします。

長崎ロータリークラブ　　　　片山　仁志様　皆さん、こんにちは。本日は、第

２７４０地区第６グループガバ

ナー補佐の訪問クラブ協議会が開

催されます。１１時から志久ガバ

ナー補佐、佐世保東ロータリーク

ラブ前田直前会長、私と幹事、そ

して副会長の５名で懇談をさせて

頂きました。各委員長さん方は、

委員会報告の発表をよろしくお願いいたします。

　昨日は第４回市内ロータリークラブ会長・幹事会が、佐世保

西ロータリークラブ主催でホテル万松楼でありまして、当クラ

ブの２０周年事業の「ふれあい音楽コンサート」の再度ご案内

させて頂きました。また佐世保ロータリークラブにもキャラバ

ンで行ってまいりました。明日は佐世保南ロータリークラブに

５名でいく予定で、夕方にはＫＴＮの Gopan出席、土曜日は　

白浜で社会奉仕委員会担当の九十九島環境改善プロジェクト

があります。皆さんご参加のほど、よろしくお願いいたします。

　さて、今日は「能ある鷹は爪を隠す」という話をさせて頂き

ます。中上川彦次郎といえば、三井家及び傘下事業を近代的

に体質改善するという大事業をやってのけた、明治時代の大

実業家です。また福沢諭吉の甥でもあります。入社した時の

給料が４５円でしたが、６ヶ月で５０円、１年後には８０円、２

年後には１００円、３年後には２００円と昇給していきました。

これは特例ですが、この昇給ぶりからみても、いかに非凡な才

能であったかがわかります。また、ある日井上馨らのいる宴席

で、皆が自分の先祖を自慢し始めたそうです。ところが中上川

は黙って1人で酒を飲んでいました。そこである者が訊いたの

です。「中上川君の先祖はどうなのかね」と。すると中上川は「中

上川と言いますから、おそらく相撲取りであったのでしょう」

と答え、皆この意味を解して赤面したそうです。普通であれば

こう言ったはずです。「叔父は皆さんもご存知の福沢諭吉です。

いまさら申し上げるまでもないですが、福沢は………」

“能ある鷹は爪を隠す”という格言があります。自分の親兄弟、

親戚に偉い人がいると普通はひけらかすものですが、中上川

のその時の態度は、まさしく鷹の心境だったのでしょう。

P1.

本日の出席率８２％：会員数３９名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員１名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ８名・出席規定免除会員０名

長崎ロータリークラブ　片山仁志様

田雑会長の会長振りを拝見しにまいりました。その節は

大変お世話になりました。

担当：平岩　義明君
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本日の合計　　　　   14,000 円

本年度の累計　　　 230,000 円

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

本日は志久雄三ガバナー補佐と佐世保東ＲＣ前田和隆直前

会長のご来訪を歓迎しニコニコします。また元会員で現Ｋ

ＴＮ副社長であられます片山仁志様のご来訪を歓迎いたし

ます。片山様におかれましては、ゴパン生出演時のレク

チャーをお願いしております。例会後実行委員会がありま

すので、皆様宜しくお願いいたします。

橋口佳周君

第２７４０地区第６グループ志久ガバナー補佐のガバナー

訪問を歓迎致しましてニコニコします。今朝も犬の散歩で

お会いしましたが、ミニチュアシュナイザーのパパの時と

はさすがに違い、ガバナー補佐の貫禄ぶりですね。

竹本慶三君 ・ 牛島義亮君 ・ 田代博之君

佐世保北高同窓会北星会の元会長志久先輩のご来訪を歓迎し

ます。

　皆様こんにちは。私、佐世保東ロー

タリークラブの志久雄三でございま

す。先祖は佐賀県杵島郡高橋という

処の名峰天山を望む多久という有名

な場所の横の、志久というあまり有名

じゃない処の出身であります。昭和の

初め祖父が八幡様の近くの宮田町に

移った様ございます。

　本日は縁あって第６グループのガバナー補佐としまして、

素晴らしい友人が多くおられます佐世保中央ロータリークラブ

に訪問させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

第２回目のガバナー補佐としての訪問は佐世保北ロータリー

クラブでした。佐世保で７０年以上暮らしていますと色々と知

り合いの方も多く、佐世保北ロータリークラブには佐世保高

専の中野校長先生が入会されたばかりでおられました。佐世

保高専は正式には佐世保工業高等専門学校と言い、平成１０

年度までは柔道は必須科目となっておりました。私は週に４

時間柔道の授業に出掛けておりました。その様な関係で歴代

の校長先生と割と親しくお付き合いさせていただいておりま

した。高専の校長先生はさすが国立と申しましょうか品格と教

養が整った方が多く、私はこの方々と縁あって親睦出来たこ

とを人生のプラスに考えております。

　さて、私この世に生を亨けまして本日を持ちまして７１年と

８ケ月と２日になります。生まれが元旦でございますのですぐ

計算出来るのでございます。朝方４時から、昔は人生読本と

言われ又心の時代とも言われ、今は明日への言葉と言われて

おりますが、この頃加山雄三さんの若大将デビュー５０周年

というのがあっていますが、ラジオの深夜便でも明るい陽気

な加山雄三さんの声を聞かせていただいております。正に順

風満帆の如き、加山さんの生涯も石を持て追われる如き生活

もかなり長くなさった様で波瀾万丈の生活の中、しみじみと

私は田中邦衛氏がいなかったら今の自分は間違いなく無かっ

たんだとある時は声を詰まられ乍ら語っておられました。ロー

タリーに於てあの方と出会えてよかったと思える人と一人で

も多く出会うこと、あの人と出会えてよかったと思われる人に

なることこれが大切なことだと考えます。

　私は佐世保の商業団地で４０年以上営業を致しておりま

す。素晴らしい方々に囲まれて愉しい日々を送っております

が、その人達ばかりしか知らないということも何となく淋しい

想いが致します。教育者の方とも語り合い、銀行の方とも酒

を飲み交わし、お医者さんにも教授いただき、百姓さんとも

土に触れながら、より多くの異業種の方々と交り学びたく存じ

ております。よく「ロータリーに入って損や、得や？」と聞か

れる事があります。収支のことと思います。それも大切なこと

でしょうがロータリーにはそれを超えた目には見えないかも知

れないものが…。中々自分では気がつかないのかも知れませ

んが…。それは大きな得として存在しているように思えるの

であります。

第３回クラブ協議会

志久雄三ガバナー補佐訪問

クラブ協議会プログラム

志久雄三ガバナー補佐挨拶

1. 点鐘

2. 開会の辞

3. ガバナー補佐挨拶

4. 今年度クラブ運営方針

5. クラブ現況報告

6. 委員会活動計画

①クラブ奉仕委員会

②クラブ管理委員会

③会報・出席委員会

④親睦活動委員会

⑤SAA

⑥職業奉仕委員会

⑦社会奉仕委員会

⑧国際尾奉仕委員会

⑨予算報告

7. 質疑応答

8. ガバナー補佐所感

9. 閉会の辞

10. 点鐘

田雑 豪裕会長

西村 浩輝副会長

志久 雄三ガバナー補佐

田雑 豪裕会長

南部 建幹事

橋口 佳周委員長

岩政 孝委員長

田代 博之委員長

野村 和義委員長

富永 博美委員長

大久保 厚司委員長

溝上 純一郎委員長

八重野 一洋委員長

崎元 英伸会計

志久 雄三ガバナー補佐

田代 博之会長エレクト

田雑 豪裕会長

司会　富永 博美SAA
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■今年度クラブ運営方針　田雑 豪裕会長

■クラブ概況　南部 建幹事

■２０１０ー２０１２年度委員会活動計画

　本年度、国際ロータリー会長レイ・ク

リンギンスミス氏は、「ロータリーとは

何か。ロータリークラブは何をする団体

なのか。」という質問を受けて、「ロータ

リアン以外の人々にロータリーの目的を

説明すること」「ロータリアンにロータ

リーの原則の重要性を再確認してもらうこと」の２つの目標

を満たす簡潔なテーマとして 『地域を育み、 大陸をつなぐ』

というテーマを選ばれました。また、国際ロータリー第２７

４０地区２０１０〜２０１１年度ガバナー高原武彦氏は、『地

域 ・家族と共に生き生きロータリー』 を地区のテーマとされま

した。まずは、足下から活性化を考え、一つずつのクラブが

生き生きと楽しく活動して健全に運営されてこそ、地域を育

むことになり、大陸へとつなぐことが出来、家族と共に行う

奉仕で他人に思いやりをもち、親睦と職業奉仕を重点的に

行うという、お二人に共通した思いの表現がテーマとして生

まれています。さて、佐世保中央ロータリークラブは本年で、

創立２０周年を迎えます。１９９０年９月２９日、４０名の

会員で新しいクラブとして誕生しました。本年度も、設立当

初と同じく、４０名でスタートいたしますが、２０周年を一

つの区切りとし、会員の拡大、佐世保中央ロータリークラブ

が尚一層飛躍していく反面、効果的なクラブの活動を行って

きたかという岐路に立って考えなければならないという思い

で、本年度のテーマを

“飛翔こう！ロータリー。 観つめようロータリー。”

と致しました。

本年度我がクラブとして取り組む項目として

①ロータリー活動の最重要課題の一つである職業奉仕の推進

②コミュニケーションの向上

③クラブ内広報の必要性

④趣味を介した会員間の交流促進

⑤会員増強と品質重視

⑥新入会員への教育

などを挙げ、「魅力ある楽しいクラブ」 に取り組んでまいる所

存であります。ご協力よろしくお願いします。

1. 創立年月日

１９９０年(平成２年)９月２９日創立、１０月２２日RI承認

ガバナー　内田 衍君　　特別代表　野田 三地之君

拡大補佐　桟 猪一郎君

拡大補佐　松尾 辰二郎君

スポンサークラブ　　　　佐世保北ロータリークラブ

コ・スポンサークラブ　　佐世保南ロータリークラブ

7. 例会

曜 日　　毎週木曜日　　12：30〜13：30

　　　　(第２木曜日)　18：30〜19：30

例会場　佐世保市上京町3-2　　セントラルホテル佐世保

8. 定例理事会

日　時　　毎月第１木曜日　例会後

会　場　　セントラルホテル佐世保

5. 平均年齢

平均年齢　　　55.73歳

最長年者　　　芥川　浩一郎君　76歳

最年少者　　　瀬戸 浩君　　　 46歳

年齢別　　　　70歳代　　 3名　 7.5％

　　　　　　　60歳代　　12名　30.0％

　　　　　　　50歳代　　18名　45.0％

　　　　　　　40歳代　　 7名　17.5％

　　　　　　　30歳代　　 0名　　 0％

　　　　　　　　計　　　40名　 100％

2. チャーターメンバー

　　　40名

3. 現在会員数　２０１０年 ( 平成２２年 )７月１日現在

正会員　　40名

名誉会員　２名

6. 役員および委員会の構成

第２７４０地区ガバナー　　 　　高原 武彦(有田RC)

第６グループガバナー補佐　　　志久 雄三(佐世保東RC)

第２７４０地区ガバナーエレクト　岩永 信昭(長崎北RC)

地区委員　会員増強委員　　　　井上　亮

会長・田雑 豪裕／直前会長・井上 亮／副会長／西村 浩輝

会長エレクト・田代 博之／幹事・南部 建／SAA・富永 博美

会計・崎元 英伸／理事・橋口 佳周／理事・溝上 純一郎

理事・大久保 厚司／理事・野村 和義／理事・八重野 一洋

副幹事・川崎 洋一

4. 物故会員

　　　４名

クラブ奉仕委員会　橋口 佳周委員長

クラブ奉仕委員会は、クラブ管理委員会、会報、・出席委

員会、親睦活動委員会、SAA の４委員会を担当する委員会

です。クラブ内の管理運営を中心に、滑らかな例会の進

行を目指して活動して行きたいと思います。特に、会員

増強と大会防止については、会員全員でどうしたら良い

かを考え行動出来るようにしたいと思います。

クラブ管理委員会　岩政 孝委員長

クラブ管理委員会は、従来小委員会であった、①職業分類

②プログラム③会員増強並び会員選考④ロータリー情報

以上の部門を統括して担当させていただきます。

中長期的なクラブ運営の方向性を補佐していく事も大き

な課題として捉えていますので、年度継承時の円滑な運

営のため、会員皆様のご協力を頂けるよう努力してまい

ります。

会報 ・ 出席委員会　田代 博之委員長

会員が見やすい週報の発行を、委員会メンバー全員が作

成に加わることによって作っていきたいと思います。例

会出席 90％以上、修正出席率 100％を目標に全会員の出

席の意識付けを行っていきたいと想います。
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次回例会　　９月　９日 （木）　１８ ： ３０〜

次回のお献立 ： 季節のお弁当 ・ コーヒー

SAA ： 富永 博美君／音響 ： 四元 清安君

親睦活動委員会　　野村 和義委員長

１懇親会１責任者制を執りまして、５つの懇親会事業に

取り組みます。会員皆様のご参加・ご出席がなければ何

も出来ない委員会ですので、皆様のご協力よろしくお願

いします。

S A A 　　富永 博美委員長

ロータリー活動の基本である例会が、和気藹々とした雰

囲気の中にも秩序正しく執り行われるよう、円滑な司会

進行と品位ある会場監督に勤めます。会員のみならず、

来訪ロータリアンやゲスト卓話者等のお客様が、気持ち

の良い一時を過ごしていただけるよう、心配りを意識し

た活動を行ってまいります。

社会奉仕委員会　溝上 純一郎委員長

今年度は９月に「環境は生命の命綱」のスローガンのもと、

地域の青少年及び長崎県立佐世保特別支援学校の生徒と

交流を図りながら、環境を考える場にしたいと思います。

１０月は昨年好評でした会員に協力して頂いたバザーや、

その収益金の寄付等を引き続き行います。他に五島で開

催される RYLA への参加、空き缶回収キャンペーンへの参

加等積極的に行いたいと思います。

国際奉仕委員会　八重野 一洋委員長

当クラブの創立２０周年到来に鑑み、釜山蓮山 RC との交

流事業を通じ、国際交流のあり方を更に密なものにする

ための活動を行うことを念頭に置いて頑張りたいと思い

ます。

職業奉仕委員会　大久保 厚司委員長

３回を限度として職業宣言と職業奉仕の根底が、グロー

バルな民主主義国家と日本社会の根幹とは思考構造が大

きく異なることが、理解しずらいと推察します。よって、

今年度は社員慰労、会社リーダーの質と思考向上の点に

焦点を絞りたいと考えました。1. 社員招待映画例会 2. 長

崎大学大学院からの社会人大学院の説明と経済について

の講話 3.職場訪問は必要か？を論議したく思っています。

4. その他・・・などを予定しています。９月１８日 (土 )

佐賀県立九州陶磁文化会館で職業奉仕セミナーが開催さ

れますので、出席をお願いします。

楽しくロータリーの時間を過ごせば、長生きするのでは

ないかと思いますので、楽しいロータリーになるように

皆さん心掛けて下さい。これが私の所感です。

■志久 雄三ガバナー補佐所感

M E M O
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