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【本 日】会員数 44 名 出席

24 名

【前々回】会員数 44 名 出席 25 名

欠席 7 名 出席規定免除会員（13） 出席 8 名

ビジター2 名 出席率 82.10％

メークアップ 6 名 出席規定免除会員（13） 出席 5 名

《ゲスト卓話》
「今を生きる原点」
―仏教が日本人にもたらしたもの―
佐世保別院 輪番 武宮 學 様

修正出席率 100.0％

「人事を尽くす」といった言葉は仏教がもたらした
ものですが、日本中で日常語として普通に使われてい
ます。
もしこういう言葉が全く使われなくなった世は
想像するだけでも心が寒くなります。
そこで、われわれの日常活動が、このような言葉で指
し示されている「人を豊かにする世界」に添うている
かどうか。
時に退一歩して自身に問うてみることが必
要です。
清沢満之という人がいました。
「天命に安んじて人
事を尽くす」という言葉を残しています。「人事を尽
くして天命を待つ」が常識の言葉ですが、仏教にふれ
て自身を問うて、生き方が決定した人の言葉です。そ
んなことを、身近なところでみてみたいと思います。
よろしくお願いします。
自己紹介

ロータリークラブについては、
幅広い奉仕活動を通
して社会に貢献しているクラブという漠然とした認
識があるだけの私に、
卓話をするようにとお声かけを
いただきました。
戸惑いもありますが先ずは表題を書
きました。たいそうなタイトルですが、仏教にふれた
人がどのような生き方をするようになったか一度身
近に考えてみようと思ったに過ぎません。
佐世保では東本願寺と通称されることが多い佐世
保別院は、
島瀬公園横を走る国道の陸橋向かいにある
寺院です。佐世保市の中央にあるこの寺院で、私が何
を思い何を発信しようとしているのか、
その一端をご
紹介する形で、
上記タイトルにふれることができれば
との思い立ちです。
人は歴史的社会的文化的現在を生
活しますから、そこに仏教は何をもたらしたか。
たとえば、「不思議なご縁でこのたび」「有り難う
ございました」
「勿体ないことです」
「安心しました」
「大丈夫だよ」
「お陰さまで」
「自業自得だから」
本日の例会
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和隆

ガバナー補佐訪問

さて、その前日の 5 月 25 日には次年度のパスト会
長会が開催され、私もパスト会長予定者として参席し
てきました。議題としては、次年度 35 周年記念事業
に関する内容でした。その中身に関しましては、随時、
緒方 35 周年記念事業委員長より皆様へ報告があると
思いますので、皆様楽しみにされといてください。ま
あ、どういう内容であれ、会員一丸となって、当クラ
ブの 35 周年を盛大に、というよりも、皆様お一人お
一人にとって思い出に残るようなお祝いを致しまし
ょう。
結びとなりますが、本日の例会プログラムは、真宗
大谷派 佐世保別院 輪番 武宮 學様に卓話を頂
きます。演題は「今を生きる原点」―仏教が日本人に
もたらしたもの― となっております。武宮様、どう
ぞ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
佐世保東ＲＣ 6 月 14 日（木）12：30～
→6 月 13 日（水）18：30～
ホテルオークラＪＲハウステンボス 2 階
「ちどりしらさぎの間」
（新旧委員交代式のため）
↑↑2 代目

銀杏の樹の植樹記念碑

2.来信
・国際ロータリー日本事務局
6 月 ロータリーレート 1 ドル＝110 円

《会長挨拶》
峯

徳秀会長
・ガバナー事務所
①会員の功績を称えるロータリーの表彰について
②新しい EU 一般データ保護規則（GDPR）に伴うプ
ライバシー方針の改定について
・牛津ＲＣ
第 2740 地区 2018～2019 年度 インターアクト年
次大会のご案内
日時：平成 30 年 7 月 28 日（土）
会場：ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア 3 階

（佐賀市新栄東 3 丁目 7 番 8 号 TEL0952-23-0111 ）
昨日は、
佐世保市内の殆んどの小学校で運動会が開
催されました。
天気予報も当初は生憎の雨という予報
でしたが、数日前から晴天に変更となり、お子様また
お孫さんと素晴らしい休日を一緒に楽しまれた方も
多数おられたのではないでしょうか。
そういった中で、週末 26 日及び 27 日の土・日に当地
区第 39 回ライラが佐賀県多久市で開催されました。
当クラブからも奉仕プロジェクト青少年委員会及び
インターアクト委員会にご担当頂き、
佐世保高専の生
徒さん 8 名で参加して頂きました。後程、詳しいご報
告をよろしくお願い致します。

3.伝達事項
①会員名簿に変更等ある方は名簿を回覧いたします
のでよろしくお願い致します。
本日はポケット手帳
の確認もお願い致します。
②第 10 回理事会議事録をセルフＢＯＸへいれており
本 日 の
ます。
累計 124,
③6/4（月）次回例会はゲスト卓話ＮＰＯ法人葵会
吉村市代様です。

《来訪ロータリアン》
北松浦ＲＣ 湊 浩二郎 君

れたく会員平均寄付額を 15,000 円と設定されており
ますが、現在 12,000 円程度と目標額に到達しており
ません。さらなる協力の要請がありました。
佐世保北ロータリークラブは米山友の会が組織され
ております。このことが奏功し、加えて有志の方々の
寄付で毎年目標はクリアーしています。参考/昨年度
は 22,883 円（2740 地区第 2 位）今年度 20,581 円。
出前卓話のお願いがありました。アモイ出身の方が 2
名おられました。高専とアモイ理工学院との関係もあ
り、アモイに縁の深い北ロータリーとして卓話をお願
いするのも良いのではと考えております。プログラム
委員長と相談してみたいと思っております。
ロータリー情報委員会

佐世保ＲＣ

黒江 章雄 君

《委員会報告》
米山記念奨学委員長セミナー出席報告
森 豊

宮﨑有恒委員長

【ロータリー3 分間情報】
「ロータリーの友」について

次年度会長

5 月 27 日（日）東彼杵町総合会館で開催されました。
例年は次期、会長・幹事が出席しておりますが今年度
は米山記念奨学委員長を加えてのセミナーとなりま
した。
富田次年度米山記念奨学委員長と二人で出席い
たしました。
内容についてその年度の寄付金の総額で
次々年度の米山奨学生の数が決まります。
会員皆様か
らの寄付額の増加で従前 10 名前後から 16 名となりま
した。これに基づき今年度（30.4～31.3）の奨学生は
16 名となります。次々年度も多くの奨学生を受け入

1949 年東京をはじめ 7 地区が国際ロータリーに復帰
し国際ロータリー第 60 地区に指定されました。その
後 1952~53 年度に日本が二つの地区に分割される際
に、共通の機関紙が企画され 1953 年 1 月号が発行部
数 3,300 部で創刊されました。
（現在 34 地区）
ちなみに「ロータリーの友」のネーミングは、「主婦
の友」からヒントを得たそうです。
1980 年 RI 公式地域雑誌としての認定を受けました、
これは RI の本部で編集・発行している機関紙が「The
Rotarian」で、各地域雑誌はその発行地域のロータリ
ークラブやロータリアンの活動を紹介すると共に
「The Rotarian」から指定される記事をその地域の言
語に翻訳して掲載します。
ロータリー地域雑誌は全世
界に 31 誌あります。
公式雑誌「The Rotarian」は 1911 年創刊、発行部数
50 万部です。日本の発行部数は 95,500 部ですが、こ
れは発行部数 2 位です。
ちなみに地域雑誌の発行部数
1 位は 1952 年創刊インドをはじめヒンディー語の
「ROTARY NEWS」97,000 部です。一番少ない発行部数
は 2004 年創刊ポーランド語の 2,000 部です。
一番古い地域雑誌は、英国・アイルランドの 1915 年
53,000 部です。
新しくは、
メキシコ 2017 年創刊 2,225
部です。
2013 年の規定審議会で印刷と電子媒体のいずれかを
選択できるようになり日本では 2014 年 1 月号より電
子版が発行されています。
奉仕プロジェクト青少年委員会、インターアクト委員会

宮﨑有恒委員長
「第 39 回 ＲＹＬＡ」テーマ：己を育む「論語で学ぶ」
5 月 26 日、27 日多久ＲＣをホストとして開催され、
クラブからは佐世保高専インターアクトクラブの学
生をメインに学生会から 8 名（内 2 名リピーター）参
加しました。

佐世保 RC 黒江章雄君
佐世保 RC の黒江章雄です。メークアップでお世話に
なります。

青少年の参加人数が 10 クラブ 38 名と少なかったです
が、多久ＲＣの交通案内のおもてなしや、開校式での
多数の挨拶や来賓紹介の省略のスマートさが印象に
残りました。
参加学生からは修学旅行みたいで楽しかった、
次回も
参加したいとの声が全員からありました。
なお次回は、島原南ＲＣがホストとなり来年 4 月 20
日、21 日開催です。

峯 徳秀会長 湯口純二副会長 渡会祐二幹事
5 月 26 日～27 日に多久にて RYLA が開催されまし
た。当会からは佐世保高専の生徒の皆さんにご参加い
ただきました。お世話いただきました、宮﨑会員・村
瀨会員・三谷会員にはありがとうございました。さて、
本日は、真宗大谷派（東本願寺）佐世保別院 輪番武
宮 學様には、お忙しい中にご来訪いただき、誠にあ
りがとうございます。｢今を生きる原点｣とのお話とい
うことで、楽しみに拝聴させて頂きます。どうぞよろ
しくお願い致します。
宮原明夫君
東本願寺佐世保別院 輪番 武宮 學様のご来訪を
歓迎致します。卓話謹んで拝聴させて頂きます。遅く
なりましたが、
結婚記念のお花有り難うございました。
豊島揆一君 福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君
藤井良介君 緒方信行君 宮﨑有恒君 古賀新二君
森 豊 君 松田信哉君 二ノ宮健君 小川一貴君
松永祐司君 小川 寛君 松尾重巳君 田中幹人君
船津学君 中川信次君 井上隆三君 中野雄一郎君
鐘ヶ江和重君
本日は、ゲスト卓話として、東本願寺佐世保別院 輪
番 武宮 學様にお話を頂戴いたします。謹んで拝聴
させて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致します。
また、第 39 回 RYLA に参加されました、宮﨑会員、
村瀨会員、三谷会員大変お疲れ様でした。

ロータリーの新しいビジョン声明
『私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そし
て自分自身の中で、
持続可能な良い変化を生むために、
人びとが手を取り合って行動する世界を目指してい
ます。
』
この新しいビジョン声明は、ロータリーがこれからも
長期的に繁栄していくために、
未来の方向を定めるも
のであり、
ロータリーが世界と会員にもたらしたいと
願うインパクトを表しています。
《ニコニコボックス》

本 日 の

松尾重巳親睦活動委員
北松浦 RC 湊浩二郎君
久々のメークアップに参りました。北松浦 RC の湊浩
二郎です。宜しくお願いします。

卓話者 武宮様より謝礼をニコニコへ頂きました。
武宮様、ありがとうございました。
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

40,000 円
松田亜由美

累計
（記事担当

1,528,000 円
松田亜由美 ）

累計 124,

