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【本

日】会員数 43 名 出席 30 名

【前々回】会員数 43 名 出席 28 名

欠

席 2 名 出席規定免除会員（11）出席 7 名 ビジター1 名 出 席 率 94.87％

メークアップ 4 名 出席規定免除会員（11）出席 5 名

修正出席率 100.0％

≪年次総会≫
藤井良介指名委員長
第 1 号議案
2019～2020 年度 クラブ会長選任の件
藤井指名委員長より
『蒲池芳明君を指名させて頂く事
に決定致しました。
との報告があり全員の拍手で承認
されました。
◆2019～20 年度会長ノミニー 蒲池 芳明 君
第 3 号議案
事務所移転に伴うロータリー基金取り崩しの件
中山クラブ管理運営委員長より別紙資料のとおり説
明がありました。
《会長挨拶》
第 2 号議案
2019～2020 年度 クラブ役員・理事選任の件
森豊会長エレクトより発表がありました。
◆2019～20 年度役員・理事
会 長 ：森
豊 君
副会長 ：中野雄一郎 君 年次総会指名委員会にて承認
幹 事 ：松田 信哉 君
会 計 ：古賀 新二 君
直前会長：峯
徳秀 君
次期会長：蒲池 芳明 君
理 事：富田 耕司 君,理 事：中山
誠 君
理 事：宮﨑 有恒 君,理 事：宮原 明夫 君
理 事：牧野 博一 君,理 事：村瀬 高広 君
理 事：小川 一貴 君,理 事：小川
寛 君
理 事：松尾 重巳 君,理 事：田島
慎 君
理 事：近藤 竜一 君 第 1 回次年度理事会にて SAA に選出

本日の例会「第 2 回クラブ協議会(半期報告)

峯 徳秀 会長
１１月２５日（土）相浦総合グランドで開催されま
した第２０回ウォーキング＆ゲームラリー大会にお
きましては、多数の会員の皆様にご協賛、ご出席頂き
誠にありがとうございました。
ＮＰＯ法人チーム４×４副理事長の宮原会員をはじ
め、社会奉仕委員会、青少年委員会、インターアクト
委員会メンバー各位におかれましては、
準備その他で
ご苦労も多数あられたことと拝察いたします。
共生社会の実現を目論まれたこのウォーキング＆ゲ
ームラリー大会に、
今回も地区補助金を活用した当ク
ラブの社会奉仕事業としてお手伝いをすることがで
き、佐世保高専インターアクトクラブとのコラボ、ま
た児童養護施設若竹の家の子供たちにも参加して頂
き、「みんなでお引っ越しゲーム」のブースも当クラ
ブで担当するというたいへん素晴らしい意義ある活
動であったと思います。
さて、本日は会長報告として、皆様にお伝えすべき事

渡会祐二幹事」

次回例会「忘年家族会

親睦活動委員会」

が２件あります。まず一点目は、毎月第一例会でのピ
アノ演奏をして頂いております木原祐華里さんに関
することですが、例会場変更に伴い、次回１２月第１
例会が最後となります。
次に二点目として、
先日開催されました佐世保市内８
ＲＣ会長・幹事会におきまして、今年度は第５・第６
グループでＩＭが開催されることが決定しました。
佐
世保西ＲＣがホストクラブ、佐世保東ＲＣがコ・ホス
トクラブとなり、
年明けて４月に開催される予定です。
最後になりますが、
本日の年次総会 藤井指名委員長
よろしくお願い致します。
《幹事報告》

渡会祐二 幹事

1.例会変更
島原ＲＣ 12 月 5 日（木）12：30～→18：00～
原城温泉「真砂」
（島原南・雲仙ＲＣ３クラブ
合同例会のため）
佐世保東ＲＣ 12 月 21 日（木）12：30～
→12 月 22 日（金）18：30～
ホテルオークラＪＲﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ
（ｸﾘｽﾏｽ家族例会のため）
12 月 28 日（木） 休会
（定款第 8 条第 1 節により）
2.来信
･国際ロータリー日本事務局
12 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円
･地区大会事務局
地区大会 ご出席・ご協力の御礼
3.伝達事項
① 本日、
第 4 回理事会議事録をセルフＢＯＸに
入れております。
② 12/11（月）開催の忘年クリスマス会出欠が
本日締め切りとなっておりますのでよろし
くお願い致します。
③ 12/4（月）次回例会は「第 2 回クラブ協議会
（半期報告）
」渡会祐二幹事です。委員会半
期報告と出欠がまだの委員長はよろしくお
願い致します。また、欠席される委員長は，
必ず代理をお願い致します。
④ 11/16 の理事会にて、ご逝去された深町会員
に代わり、
湯口副会長に会計代行となってい
ただくことに決まりましたので、
お知らせし
ます。
《来訪ロータリアン》
佐世保ＲＣ 平尾幸一 君

《委員会報告》
親睦活動委員会
松田信哉委員長
① 12/4（月）例会修了後 と 12/25（月）に親睦活
動委員会を開催予定です。
② 12/11（月）の忘年クリスマス会の御案内をしま
す。締めきりは本日です。
③ 来年 1/6（土）賀寿・新年会の御案内をします。
出欠の返事をお忘れない様宜しくお願いします。
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
中野雄一郎委員長
① 地区補助金事業で 11/20（月）に佐世保高専イン
ターアクトクラブ学生へのスタッフジャンバー
贈呈式を佐世保高専にて行いました。
② 11/25（土）に第 20 回ウォーキング＆ゲームラリ
ー大会が相浦総合グランドにて開催されました。
峯会長よりチーム 4ｘ4 に支援金を贈呈されまし
た。会員２４名の出席、家族を含めて 8 チーム、
若竹の家 3 チームが出場しました。総勢８０チー
ムが出場し楽しんでもらえました。会員の皆様、
ご協力ありがとうございました。
ＮＰＯ法人チーム 4ｘ4
宮原明夫副理事長
11/25（土）
のウォーキング＆ゲームラリー大会には、
寒い中多くの会員の皆様に運営および参加、
商品の提
供などご協力いただき本当にありがとうございまし
た。お陰さまで、大会の目的を充分に達する事が出来
ました。今後も、障害者の為の就労継続支援事業所で
ある、
『シルク印刷工房 わくわくワーク』への注文
も宜しくお願いします。
北斗会
緒方信行幹事
第三回北斗会開催の御案内
12/2（土）11 時 40 分～ 於 佐世保Ｃ・Ｃ 忘年会
18 時 30 分～ 於 シャンラー 会費 4000 円
ロータリー３分間情報
《 ロータリーソングについて 》
ロータリー情報委員会
宮﨑有恒委員長
ロータリーソングの起こりは、
世界で最初のロータリ
ークラブが 1905 年にシカゴで誕生した 2 年後の 1907
年、クラブ内で親睦と奉仕のそれぞれを重視する会員
の間で意見の対立が相次ぎ、出席率も低下する事態を
憂いた親睦委員長が
「このままではクラブが崩壊する、
君が毎週立ち上がり、楽しく歌ってこの危機を救って
くれ」
と 5 番目のロータリアンである印刷屋のハリー
ラグルスにお願いし、当時流行っていた歌を何曲か音
頭をとって以来、クラブの団結が甦り例会での合唱は
ロータリーの伝統となりました。
そのとき輪になりお互いの顔を見合わせて歌を歌っ
ていたという話をご存知の方は、国歌斉唱の時は国旗
をみますがロータリーソングになると向きを変える

という光景を見かけますが、
日本事務局によると決ま
りごとはないそうです。
日本では昭和 10 年に「奉仕の理想」
「我らの生業」が
京都における年次大会で日本語ロータリーソングの
入選作として発表され、昭和 26 年には「手に手つな
いで」
が当時日本が 2 つの地区に分かれるときにこれ
からも友情を確かめ合いましょうと募集されてでき
た歌です。
「それでこそロータリー」も昭和 28 年に誕
生しています。
ロータリーソングは世界に 144 曲（2006 年現在）あ
るといわれていますが、ヨーロッパ、南米、アジアの
ロータリークラブの例会ではロータリーソングが歌
われることはほとんどないそうです。
なおベートベンの作品「エグモント」の序曲を編曲し
た楽曲がロータリー賛歌「Rotary Antherm」としてあ
ります。

ム贈呈式ありがとうございました。
素晴らしいユニフ
ォームをいただき学生一同大喜びです。
本当にありが
とうございました。

《ニコニコボックス》

【週報 1505・地区大会報告に掲載漏れがありました。】
八木順平

親睦活動委員

佐世保ＲＣ 平尾幸一君
佐世保ＲＣの平尾です。
血液型でテーブル分類されて
いるのを初めて見ました。
本日も楽しませていただき
ます。
峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
11/25（土）のウォーキング＆ゲームラリー大会にご
参加の皆様には、
お忙しい中ご参加いただきありがと
うございました。また、担当委員会の皆様にも、いろ
いろとご準備いただきありがとうございました。
当ク
ラブからは、８チームの参加をいただくことができ、
交流を図れるよい事業になったと思います。
本日は年次総会となっております。
次年度に向けての
総会となりますので、
どうぞよろしくお願い致します。
藤井良介君
一昨日のウォーキング＆ゲームラリー参加の皆様大
変お疲れ様でした。本日は次年度の役員、理事が発表
されます。
次次年度の会長が選出されますので活躍を
祈念いたします。
中野雄一郎君 中山 誠君
土曜日のウォーキング＆ゲームラリーに参加の皆様
お疲れ様でした。地区補助金事業が無事終わり、ほっ
としてます。
小川一貴君
ウォーキング＆ゲームラリーの委員の皆様お疲れ様
でした。家族で楽しませていただきました。また、参
加したいと思います。
東田賢二君
先日のインターアクトクラブでのクラブユニフォー

福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 古賀新二君
宮﨑有恒君 宮原明夫君 森 豊 君 蒲池芳明君
村瀨高広君 松田信哉君 二ノ宮健君 松永祐司君
近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君
船津 学君 八木順平君 松田亜由美君 小西研一君
11/25 に相浦総合グランドにて第 20 回ウォーキング
＆ゲームラリーが行われました。参加いただいた皆様
お疲れ様でした。そしてご協賛いただいた皆様ありが
とうございました。ちなみに、小西、鐘ヶ江、八木チ
ームの景品は永田モバイル賞でした。小西さんは寒空
の中、半袖短パンで頑張っていました。

（峯会長、申し訳ございませんでした）

《地区大会報告》
峯
地区指導者育成セミナー
講師：本田 博己氏（前橋ＲＣ）
第２８４０地区パストガバナー
日本のロータリー100 周年委員会
ビジョン策定特別委員会委員長
題目：
『変わりゆく時代とロータリー』

徳秀会長

～日本のロータリー100 周年に向けて考えたいこと

●「ロータリーの友１月号」に寄稿された
『職業奉仕はロータリーの根幹か？』の具体的
な説明。
◆職業奉仕論の呪縛（固定観念・思い込み）から脱す
るために
◆日本のロータリーのガラパゴス化！
●ＲＩが示す「職業奉仕」
①クラブの活動の枠組みである五大奉仕部門の一
つとしての「職業奉仕部門」
②自分の職業上のスキルを生かした奉仕活動は個
人が行うものであれ、全て立派な「職業奉仕」の
活動として活発に実践されている。
③「職業奉仕月間」中に推奨されるクラブ活動とし
て地区行事でのボランティアの表彰、ロータリー
親睦活動への参加の推進、
職業奉仕活動またはプ
ロジェクトの実施、
未充填の職業分類に焦点を当
てた会員増強の推進などが含まれる。
●日本のシニアリーダーが伝統的に語ってきた「職業
奉仕論」
①具体的な奉仕活動を伴う他の奉仕部門とは違い、
「奉仕の理念」の職業への適用をうたった「ロー
タリーの目的」の第２項目に通じる。他の奉仕
部門の上位概念
②自分自身の職業観を語る。
③日本の「職業奉仕」論は、
「職業倫理」論

ロータリーは職業人の集まりというその成り立
ちからも、
昔も今も職業倫理を大事にし強調する
集団であることは間違いない事実である。高い
職業倫理感を持った高潔な人格がロータリアン
には求められており、
日本の伝統的な
「職業奉仕」
論はこのことを強調している。
●『奉仕の理念』を語ろう
日本の
「職業奉仕」
の理解の方が正しいとしたり、
「職業奉仕」は他の奉仕部門とは違うとして、ク
ラブの「職業奉仕」の活動を否定したりする
態度は間違っている。
●本田氏の提案
①「職業奉仕」という言葉で、
「奉仕の理想」の
職業への適用や自分の職業倫理観を語るのを
一旦止めてみて、
「五大奉仕部門」第二部門で
ある
「職業奉仕部門」
の活動だけに
「職業奉仕」
という言葉を使ってみたらどうだろう。
②「職業奉仕」という言葉ではなく、利他主義の
究極である世界共通の「奉仕の理想（The Ideal
of Service）
」という言葉で、ロータリーの
理念について議論を深めていこう。
何故ならロ
ータリーの目的は、奉仕の理念を奨励し、これ
を育むことであり、
「奉仕の理念」がロータリ
ーの根幹である。
③何よりも大事なことは、語るだけではなく、そ
の実践である。
《ＲＩ会長代理酒井正人ご夫妻歓迎晩餐会ﾒﾆｭｰ》

《ウォーキング＆ゲームラリー大会写真》

本日の合計
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二 松永祐司

船津 学

32,000 円

松田亜由美

累計

（記事担当

688,000 円
松田亜由美 ）

