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本日の出席６７.５％：会員数４０名・出席２６名・欠席１３名・出席規定免除会員（１）１名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席３２名・メークアップ７名・出席規定免除会員（１）１名

　皆さん、こんにちは！

今月は５日、６日、７日と地区

大会があり、理事・役員の皆様

にはご参加を頂き、心より御礼

を申し上げます。私と家内は５日、

嬉野の大正屋でのＲＩ会長代理

歓迎晩餐会に参加致しました。６日

は会長・幹事会が有田ポーセリン

パークで９時３０分から開催され、主に協議事項として

２００９～２０１０年度の地区財務監査報告が、直前地区

幹事の高木さんよりありました。終了後、佐世保中央ロー

タリークラブのメンバーと、昼食場所である三川内の時代

屋まで移動し食事。その間井上直前会長の蘊蓄のあるお話

を聞きながら、約１時間程度で引き揚げ､炎の博記念堂へ

向い大会に臨んだ次第であります。後ほど皆さんから色々

な発表があると思いますが、私は記念講演で約１時間３０分

程お聞きした、第１４代酒井田柿右衛門さんとＮＨＫアナ

ウンサーの渡邊あゆみさんの「有田の伝統を語る」という、

御二人の講演を非常に興味深く拝聴致しました。

　１１月１１日は職業奉仕委員会で社員招待映画例会を企

画して頂き、沢山の社員の方々ご家族の皆様に大変喜んで

頂いたようです。来年も良い作品のご提供を牛島シネマ

B O X 社長にお願い致します。

　さて、昨日はパストガバナーであり、佐世保商工会議所

会頭の辻洋三さんの葬儀が飛鳥会館であり、出席をして参

りました。ご冥福をお祈りしたいと思います。

　話は変わりますが、江戸末期の思想家で教育者だった吉

田松陰は「死を求めもせず、獄にあって獄でできることを

する、獄を出ては出てできることをする」と言っています。

２６歳から２９歳までの僅か２年余りで、「松下村塾」で

教育した門弟は、高杉晋作、井上馨、山県有朋、伊藤博文

などがいますが、松蔭は刑死される前にこう言い残したと

いいます。「早く死んで幸せな者もあれば、長く生きて不

幸な者もある。だから人間の死は自然に任せておくのがい

い。それより生きる間を考えるがよい。短くともいい。成

すべきことを腹いっぱい成し遂げたら、それでよい。」と。

佐世保ロータリークラブ　　　　　髙木　友輔様

長崎国際大学ローターアクトクラブ　　　松永　夕加様

１． 例会変更

　　 ■佐世保北ロータリークラブ

　　　11月 22日 (月）　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

　　　11月 30日 (火 )12：30～→11月 29日 (月 )12：30～

　　　ホテル万松楼　第 2000回記念例会のため

　　　12月 28日 (火 )12：30～→12月 28日 (火）18：30～

　　　ホテル万松楼　夜の例会のため

　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　12月 24日 (金）12：30～→12月 22日 (水 )18：00～

　　　米海軍佐世保基地内　クリスマス例会のため

　　　12月 31日 (金）　休会　定款第 6条第 1節により

　　■有田ロータリークラブ

　　　12月 21日 (火）12：30～→12月 21日 (火）18：30～

　　　ハウステンボスホテルヨーロッパ　クリスマス家族例会のため

　　　1月 11日 (火）12：30～→1月 11日 (火）18：30～

　　　保名　新年初例会のため

　　　1月 4日 (火）　休会　定款第 6条第 1節により　  

２． 来　　信

■ガバナー事務所より

　地区大会のお礼並びに「青少年の集い」のプログラム

■(財）ロータリー米山記念奨学会

　「ハイライトよねやま」129号

　

３． 伝達 ・通知

　　　 ・先日の社員招待映画例会には多数のご参加有り難う

　　　ございました。又職業奉仕委員会の皆様お疲れ様で

　　　した。　　

言われていますが…。この言葉のような生き方ができるよ

う努力しなければと思いました。
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本日の合計　　　　     5,000 円

本年度の累計　　　 363,000 円

　

佐世保ロータリークラブ　髙木 友輔様

佐世保ロータリークラブの髙木です。本日はお世話にな

ります。１２月５日（日）に松浦公園にて長崎国際大学ロー

ターアクトクラブによる「犬と人間との共生」をテーマ

としたイベントを行いますので、是非ご来場願います。

田雑 豪裕会長 ・ 西村 浩輝副会長 ・ 南部 建幹事

皆様こんにちは。朝夕は寒さを感じ、冬の訪れがすぐそこ

まで近づいていますが、風邪などひかれていませんか。今

日は先日開催された地区大会の報告です。ロータリーの事

業もひとつひとつ終わっていき、いよいよ次年度がスター

トする時期になりました。今年度は残り７ヶ月となりました

が、気を引き締めて頑張りますので、今後ともご協力宜し

くお願いします。

山瀧 正久君

　初めて地区大会に参加させてい

ただきました。第１４代酒井田柿

右衛門さんの話を聞いて、永い伝

統を守るのは、メンバーの力を大

事にしていくことと話されており

ました。柿右衛門の器も、第１４

代１人の手で創られるのではなく、

南部 建幹事
先日有田で行われました地区大会の報告でございます。

参加された方より、報告をお願いいたします。

　みなさんこんにちは。佐世保ロータリークラブは６０数年を

迎えます。大きな事業は、来年の５月８日、日曜日に行いますが、

その一環として来月１２月５日（日）11：00から15：00長崎国

際大学ローターアクトクラブ主催による犬のふれあいイベン

トを松浦公園で行います。警察犬デモンストレーション、犬

のしつけ相談ほか、ハウステンボス応援歌を歌われてる道添

隆一さんの LIVE、チャリティーバザー、ふれあい広場、犬の

健康診断、うどん、飲み物コーナー、九十九島かき焼きなどの

出店もあります。楽しいイベントですので、お時間がありまし

たら足をお運びいただけると幸いです。よろしくお願いいた

します。

　

担当：岩政　　孝君

クラブ協議会地区大会報告

佐世保ロータリークラブ創立６０周年記念事業
イベントのご紹介

佐世保ロータリークラブ　高木友輔様

長崎国際大学・ローターアクトクラブ　松永夕加様

たくさんのスタッフの力が合わさって最終的に第１４代

が承知して器が生まれているという事をお聞きいたしま

して、自分達の組織の中においても、メンバーを大切に

して頑張っていきたいと思いました。今後もこのような

機会が有ればできるだけ参加して、自分の業を見つめ直

しながら行けたらいいと思いました。ありがとうござい

ました。

八重野 一洋国際奉仕委員長

　今年の地区大会は近い場所で助か

りました。RI 会長代理の方の話しが

凄く印象に残りました。ある地方の

ロータリアンで、一生懸命地元のため

に青少年活動等行われていたのが、

人口が減少し続け、事業がなくなって

しまったということで、ロータリー

とは何なのかというような話を切々とされてたのが、印象に

残りました。我々がこのような奉仕団体の中で、地元のために

活動している中での、いろんなギャップがあるというような

話が印象に残りました。行く楽しみ、会場で又楽しみ、そして

帰りも楽しむ、大変良い勉強をさせていただきました。あり

がとうございました。

坂井 智照パスト会長

　過去２０年の中で、地区大会に何度

となく参加いたしましたが、いつも思う

ことは、ロータリーに頑張るのか、ロー

タリークラブに頑張るのかというよう

なことを、いつも投げかけられている

ような気がいたします。今回の会長代理

の方の話の中では、地元のロータリー

クラブに対してしっかりやっていこうということが、一番の基本

的な姿勢だというようなことを、お話になったのだろうと思い

ました。第１４代柿右衛門さんの話では、物を造る作家は多数

いますが、永年磨きあげられた職人が少ない、というような言葉

のように思えました。歴史と合わせて、３０名ほどのスタッフ

の力があって、柿右衛門という匠のブランドが在るということ

が印象に残りました。ありがとうございました。

橋口 佳周クラブ奉仕委員長

　地区大会第一部のみ参加いたしま

した。地区協議会では、不手際で点鐘

がなかったとのことで、今回は大丈夫

かと心配しましたが、ちゃんとあった

ので安心いたしました。壇上の国旗

が１６本ありましたが、どういう意味

かと考えてました。交換留学生の国旗

かとも思いましたが、交換留学生は１１カ国くらいしかあり

ませんので、結局分かりませんでした。内容的には皆様から

のご報告のとおりでした。時間を少々お借りしまして、２０

周年記念旅行の日程が迫っておりますので再度案内と状況報告

富永 博美 S A A

当日参加いたしましたが、体調不良のため早退させて頂

きました。話を聞けずに残念でした。
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西村 浩輝副会長

　歴史と伝統のある有田陶器の話を

楽しみに行ってまいりました。第１４代

酒井田柿右衛門さんの話の中で、綺麗

と美しさの違いを話され、興味深く聞

いてまいりました。会議の中でもいろ

いろ不手際もあってたみたいですが、

気軽な気持ちで参加してまいりました。

ありがとうございました。

田雑 豪裕会長

　柿右衛門さんの話の中で印象に

残ったのは、簡単なように見える作品

の絵柄でも、空間構成とか引き立つよ

うに、非常に繊細に配慮しながら創ら

れているというような話があり、私の

職業の庭の構成にもつながる部分が

あるように考えました。職人と作家の

違いとか、いろんな事柄も併せ持って興味深く聞いてまいり

ました。

南部 建幹事

大会のスケジュール報告

・１１月５日（金）記念懇親ゴルフ大会

・RI会長代理歓迎晩餐会

　当日６日（土）朝９：30 より会長幹

事会、昼１２：３０より本会議、１５：

４５より第１４代・酒井田柿右衛門氏

の記念講演、１７：３０より懇親会。

　大会２日目、７日（日）一般の方を対象とした地域貢献として

朝ごはんコンテスト、料理研究家江上栄子氏による記念講演

がありました。以上です。

をいたします。現在懇親会参加会員が２７名、ご婦人が１５名、

計４２名の参加。バス利用が３７名。バスはセントラル出発

が１４時、卸団地経由。バスで参加される方に詳しく案内し

ます。ゴルフ参加７名。観光は島原城、武家屋敷、ガマダスドーム

等計画してます。１１月２７日（土）から２８日（日）皆様

ご参加お願いいたします。

次回例会　　１１月１８日 （木）　１２ ： ３０〜

次回の献立 ： 助六 (５個 )、 ゴボウ天うどん、 肉じゃが

SAA ： 浅野 訓一君／音響 ： 本田 　実君

memo.
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memo.
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