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Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 ゲスト卓話 井手芳彦氏・福田人志氏          次回例会  会員卓話  福田俊郎会員 

   

 《第３回クラブフォーラム》 

 

職業奉仕委員会 松田信哉 委員長 

                   ＜進行＞ 森  豊  副委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二ノ宮 健 会員 

「クラブ復帰までの期間」   

２０１０年、宮原会長年度の１２月３１日、半期退会

から、２０１３年５月３１日までの２年５カ月間が退

会期間でした。 

‘０５年～’０６年度２３代会長をさせて頂き、ロー

タリー１０１年記念、クラブ１０００回例会、第１回

佐世保高專・厦門理工学院交流事業等々多くのロータ

リー活動に熱心に活動し燃え尽きた感の中、目標の２

０１０年地区大会で「２５年例会無欠席表彰状」を頂

いた。当時、ＲＩ規定審議会で急に規定が変り出席免

除規定変更で出席免除申請が出来なくなった。 

私は業務多忙、且つ、処理すべき個人の問題が重なり

退会を選択した。 

 

退会時、東京株式市場約１万～８千円程度でデフレ不

況の状態。退会後、村上先生、緒方会員には激励を頂

いた。 

中島会員のＪＲＩＣは今も継続中で、北斗会も継続参

加させて頂いた。退会後、月曜の例会日毎に気持ちが

反応する時があったが次第に薄れて行った。 

 

「退会してから見た北ロータリーについて感じたこと」 

（良い点） 

時々クラブ HP の会報をみた時、クラブ運営、奉仕事

業活動に堅実に頑張っておられるなと思いクラブの

パワーを感じていた。過去の自分を思い浮かべた時、

ロータリーでは会員同士での信用、情報共有が出来、

異業種交流で皆様から多くのお話を頂ける事が素晴 
らしいと思っていた。 
 
（悪い点） 
出席免除の人には関係ない事ですが例会の回数が多

い。 
 
「復帰して感じたこと」 

緒方会員から強く復帰要請があった。西川会長年度後

半、平成２５年（２０１３年）４月に会員増強委員会

の松尾会員、田島会員から連絡が有り、緒方会長３０

周年記念年度に向けての復帰要請が有り、６月１日に

２年５か月ぶりに復帰する事が決まった。再入会時、

若い方が多くて活気が有り会員減少も無い事を感じ

た。創立３０周年記念式典の中での、松尾辰二郎会員

の最後のスピーチが思い出に残っている。 
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佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 43 名 出席 26 名 欠    席  4 名  出席規定免除会員（13）出席 7 名  ビジター 1 名 出 席 率  89.19％

【前々回】会員数 43 名  出席  24 名 メークアップ 5 名  出席規定免除会員（13）出席 10 名           修正出席率  97.50％



「入会間もない会員の方へのアドバイスなど」 

創立時、会員平均年齢が４０才代と若かったせいか情

熱に溢れて会員同士仲が良く素晴らしかった。 
奉仕を実践する心を作る為に「自己研鑚」が大事だと

先輩に教えて頂いた。友情を大事に、クラブの事業に

参加して活動する事により役割を担いクラブを盛り

上げていく事が大切だと思う。 
クラブでは、友人達と語り合い、ヒント、アドバイス

を得たり楽しく活動が出来たら素晴らしい。現代は、

ネット社会で情報量が多く、情報の選択が大変だと思

う。クラブでのスローライフで、日常の話、趣味の話、

職業の話始め、ホッと出来るケースがあるのではない

かと思う。私は、過去 JC の時の「自己修練」は未達

成と思うし、ロータリーの「自己研鑚」も過程に過ぎ

ないし、私自身、今後、気ままに努力して行きたい。 
 
近藤竜一 会員 

「ロータリーの履歴」 

平成 11 年 34 歳で入会   
平成 20 年 43 歳 9 年間在籍して 43 歳で退会  
退会理由は、平成 17 年 40 歳の時に新しい工場を建

設。それまでは、カット野菜の工場を運営しておりま

したが、カット野菜に加えて、冷凍野菜、冷凍食品を

製造できる施設。工場の稼働を上げる為に、営業で飛

び回っていたので、忙しくなり、ロータリーは退会。 
平成 26 年、おかげさまで、工場の稼働も順調になっ

ていたので 49 歳で再入会、復帰までは約 6 年 
「退会してから見た北ロータリーの良い所、悪い所」  
正直考えなかった。失礼ながら、例会に行かずに楽だ

なとおもいました。退会してまず行ったのは、退会し

て 2 年間、ロータリーに費やしていた時間を勉強と

人脈作りに使った。ビジネスのコンサルタントと契約

を結んで、とことん、ビジネスの勉強をやりなおした

ことと、仕事上の人脈を深めて、工場稼働のアップに

結びつけていったということです。 ロータリーの事

はあまり考えなかった。 
「復帰してから感じたこと」 

先ほど、ビジネスの勉強を行ったという話をしました

が、売り上げが幾ら必要だとか、利益が幾ら必要だと

かの定数目標の勉強よりも、何のために仕事をやって

いるのか、何のために商売を続けるのかといった、い

わゆる理念の構築の勉強を重点的に行いました。 
そうした定性目標の勉強をやり直しました。  
ロータリーの理念の考え方は、ビジネスの考え方と共

通しているところがあり、ロータリーの理念を勉強す

る事は、仕事の勉強をしていると考えてもおかしくは

ないと思います。若い人が増えた。 退会するまでは、

人数も多くて役に就くこともあまりなく、社会奉仕ば

かりやっていたので、復帰してからは、色々な部門も

勉強してクラブのお役に立てればと考えます。 

「入会間もない会員の方へのアドバイス」 

長くロータリーを続けておられる、諸先輩方は、自分

なりのロータリー感、ロータリーに対する考え方、強

い愛着をお持ちだと思いますので、長く続けられてい

るのではないかと思います。ロータリーを続けるため

には、商売の繁栄と、そうしたロータリーに対する自

分なりの理念が必要なのではないかと思います。 
私自身、仕事もしっかりと行って、ロータリーライフ

が長続きするように、自分なりのロータリー感を早く

確立したいと考えております。 
 

藤井良介 会長 

私の親しかった仲間達が、北ロータリークラブを辞め

ていったりしてさみしい思いをしているが、若い自分

の子供の年齢の方々が、だんだんと入ったりして活性

化するのではとの思いがある。 

 

西沢 寛 会員 

新入会員ですが、今後とも続けてまいりますのでよろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森  豊 会員 

ロータリーでよく使う言葉に「異業種交流」がありま

す。なんで職業分類があるのだろうと思った事があっ

たが、色んな職業の方とフランクに話しができる事は

ロータリーにとって良い事であるし、どうして出席義

務があるのだろうと思った事があったが、自己研賛の

場であり、色んなものにつながると思います。 

 

牧野博一 会員 

ライオンズクラブからロータリークラブに入会して

思った事は、ライオンズクラブは社会奉仕に特化した

クラブであった為、ロータリークラブの職業奉仕の意

識はなく、それが当たり前だと思っていた。職業奉仕



について家庭集会で勉強されると退会される方は少

なくなると思います。各々の仕事での悩みなどがある

と思いますので、その事を集会で話し合うことも大切

ではないかと思います。 

 

《会長挨拶》                    

藤井良介 会長      

   ・佐世保東ＲＣ   

                2 月 9 日（木） 休会（定款第 6条第 1節により） 

1 月も最後の例会になりましたが、インフルエン

ザ・風邪が流行っていますので、皆さま体調管理には

十分にご注意下さい。 

本日の「第 3回クラブフォーラム」はロータリーの

特別月間「職業奉仕月間」にちなんで、職業奉仕委員

会による二度目のクラブフォーラムになっています。

進行の森副委員長、発表される二ノ宮、近藤会員よろ

しくお願い致します。 

1 月号の「ロータリーの友」に、「職業奉仕はロー

タリーの根幹か？」という題で日本のロータリー100

周年に向けて考えたい事という記事が掲載されてい

ますので、一読されたら良いと思います。 

職業奉仕について考え方に変化を感じる会員が多い

と思いますが、如何でしょうか？ 著者の本田博己氏

は、ちょっと大げさに言うと日本のロータリーは、 

「ガラパゴス化」を招いていると警鐘を促しています。 

1 月 26 日（木）は、佐世保高専インターアクトクラ

ブの「結成会合」がありました。メンバー予定者への

説明会で、学生 17 名 サポーターとして 4、5年生の

18 名 計 35 名の登録があります。東田校長、顧問の

森下先生はじめ北クラブから 10 名の出席がありまし

た。三谷会員、小川寛会員よりの熱の入った話を、学

生の皆さんには大変興味深く聞いていただき有意義

な会であったと思います。 

「佐世保高専インターアクトクラブ」設立に向けて良

いスタートを切れたと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐世保高専インターアクトクラブ結成会合」 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事 

 

1.例会変更 

 

 

・佐世保西ＲＣ   

2 月 21 日（火）12：30～→18：30～  

セントラルホテル佐世保（夜の例会のため） 

2 月 14 日（火） 休会（定款第 6条第 1節により） 

 

・佐世保中央ＲＣ  

2 月 9 日（木）12：30～→18：30～  

佐世保ワシントンホテル（延寿会により） 

 

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

2 月 28 日（火）12：30～→18：30～ 

ホテルヨーロッパ「吉翠亭」（夫人同伴夜例会） 

 

 

2.来信  

    

・国際ロータリー日本事務局 

2 月ロータリーレート 1 ドル＝116 円  

 

・公財）ロータリー財団 

 確定申告用寄附金領収証についてのお願い 

 今年度寄附者の方へ、確定申告用寄附金領収証を 

お渡し致します。 

※再発行はできませんので確定申告時まで大切に

保管下さい。 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

今年度寄付者の方へ確定申告用領収証送付 

（寄付金免税申告用領収証、リーフレット） 

  

・ガバナー事務所 

① 2016 学年度米山記念奨学生終了式開催のご案内 

(三谷カウンセラー、タンケンオン君、担当教授) 

3 月 5 日（日）15：30～㈱平安閣サンプリエール

（長崎市元船町 2-4  TEL095-822-3390） 

 

② ＮＰＯ法人国際ロータリー日本青少年交換委員会

が多地区合同奉仕活動であることを承認する件 

 

 

 

  



3.伝達事項 《ニコニコボックス 》 

  公門新治 親睦活動委員 

①本日、手続要覧の注文確認をいたします。ご希望の

方は名簿に記入をお願いいたします。 

 

佐世保ロータリークラブ 徳川晃尚様 

②第 6 回理事会議事録を皆さんのセルフＢＯＸに配

布しております。 

佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。今日はメー

クアップでお世話になります。今年もよろしくお願い

します。 ③2/6（月）次回例会はゲスト卓話白十字会 

井手芳彦様、福田人志様です。  

藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事  

《来訪ロータリアン》 先週は佐世保高専にて、インターアクトクラブ会員予

定者の学生のための「結成会合」を開き、三谷・小川

寛会員よりそれぞれ力の入った話をしていただき無

事に終了しました。次は２月２５日に「結成式」を行

います。会員のみなさまよろしくお願いします。 

 佐世保ＲＣ 徳川晃尚君 

 

  

 

[] 本日は職業奉仕委員会・松田信哉委員長による二度目

のフォーラムです。どんなフォーラムになるのか楽し

みにしております。 

 

 

  

 緒方信行君 村瀬高広君 

 １月２８日（土）に開催されたチェコ・パルドビツェ

のコンサートは、会員の皆様の御協力のおかげで無事

に終わることが出来ました。本当にありがとうござい

ました。 

 

 

 

  

 職業奉仕委員会 松田信哉君 

《委員会報告》 本日は、職業奉仕委員会によるクラブフォーラムです。

今回はこれまでにない違った切り口で職業奉仕を考

えてみたいと思います。 

 

森 豊 前幹事 

２月１０日（金）１８：３０より パネラーの二ノ宮会員・近藤委員どうかよろしくお願

いします。森副委員長うまくコーディネートして下さ

い。 

定款細則委員会をグランファーストイン佐世保にて

開催予定です。 

９名の出席をお願いします。                          

豊島揆一君 峯  徳秀君 二ノ宮 健君  

親睦活動委員会 渡会祐二委員長 小川 寛君 古賀新二君 公門新治君  

湯口純二君 松永祐司君 近藤竜一君  ２月８日（水）１８：３０より、親睦活動委員会を開

催しますので、よろしくお願い致します。 平石晃一君 森  豊君 中野雄一郎君  

福田俊郎君 田島 慎君 八木順平君   

渡会祐二君 宮原明夫君 松尾重巳君   渡会祐二 次年度幹事 

蒲池芳明君 １月２９日（日）に開催された補助金管理セミナーに、

峯次年度会長・森ノミニーと私の３名で、大村に行っ

てまいりました。来年度の地区補助金事業のやり方に

ついて、学んでまいりましたのでご報告します。 

本日は職業奉仕委員会・松田信哉委員長による二度目

のフォーラムです。楽しみに拝聴させていただきます。

先週のインターアクトクラブの「結成会合」参加の皆

様お疲れ様でした。  

  長崎県弁護士会の民暴委員会で発行しました「Ｑ＆Ａ 

企業のための反社会的勢力排除実践マニュアル」をご

紹介します。私も原案・資料作成協力者として末席に

名前を連ねさせていただいています。 

 
本日の合計 32,000 円     累計 1,018,000 円 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健     委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 蒲池芳明） 


