
                                                                     

Weekly Report 
「ロータリーはこれからの思い出づくり/原点を見つめて」 

本日の例会  米山記念奨学生卓話（リュウ ウンエイさん）       次回例会 会員卓話（東田賢一 会員） 

《ゲスト卓話》 

「仕事と職業奉仕の正義考」 

（有）アルス楽器 代表取締役 川副源太郎 氏 

【お客様を動画でとらえる】 

 私が、お客様と接するときに大切にしていることは、

商品という静止画を見るのではなく、楽器を使ってい

るお客様の動画を想像することです。 

 ジャパネット

の高田明会長が

関口宏さんとの

テレビの対話で

全く同じ趣旨の

ことをおっしゃ

っていました。 

「スニーカーを

売る時、私は商品を見ているのではなく、スニーカー

を履いたお客様が元気よく歩いている姿を想像し、販

売がお客様の健康な生活に貢献できることを夢見て

います。そうしないと熱意が伝わらないのです」と。 

 私の場合も、楽器という物を売るのではなく、演奏

する姿を想像し、より充実した音楽人生を歩むのに、

私たちは何ができるだろうか、ということを原点に考

えます。そして、私たちができる販売・メンテナンス・

教育・啓蒙がどのように係われるか考えます。 

 

【職業の中での正義選択】 

あなたがアメリカの大統領だとして、ビルに飛行機

が突入するテロが起ころうとしている情報を得たと

します。 

200 人が乗った旅客機を撃墜してビルにいる 5000 人

を救いますか？ 

何の罪もない人を 200 人殺すことは許されないと考

え 5200 人が犠牲になることを受け入れますか？ 

正義はどちらでしょう？ 

 

これはハーバード大学のマイケル・サンデル教授が

よく使う例えです。 

「最大多数の最大幸福」が正義であるというベンサム

やミルなどの功利主義者の考えもあれば、個々の人間

には侵されることのない尊厳が存在するというカン

トの道徳論など、多様な形で正義が存在します。 

 大学生だった長女が京都で住むために電化製品一

式を家電量販店で買いましたが、冷蔵庫が夏の帰省中

に壊れていて、大変なことになりました。販売店に修

理をお願いしたのですがメーカーに相談しろと。メー

カーも「残念でしたね、新品交換です」という心のこ

もっていない対応でした。私は憤慨しましたが、それ

はカント的発想であって、功利主義者の考えをもって

すれば、一人ぐらいハズレを引いても大多数は安価に

購入できればよいことになります。 

そのように、仕事における正義は考え方によって変

わるということです。 

みなさんの仕事でも社会に貢献するために、どんな

立ち位置で職業奉仕を考えるかは大切なことかもし

れません。 
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【本  日】 会員数44名 出席  26名 欠      席 5名 出席規定免除会員（13） 出席 10名  ビジター1名 出 席 率  87.80％ 

【前々回】会員数 44名  出席   25 名 メークアップ 6名 出席規定免除会員（13） 出席 8名           修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2018～2019 年度 ＲＩ会長 / バリー・ラシン  ガバナー/福田金治 

 

第 1540 回    No.9 

例会日：2018.10.01 



《会長挨拶》 

                 森 豊 会長 

教訓その 1 

本日卓話をいただきます川副源太郎ハウステンボ

ス RC会長との出会いは、駒井前ガバナー出席の市内

8ロータリークラブ会長幹事会の席に会長エレクト

として参加したときでした。 

会長としては自分も高齢の方なので他の 7人の会

長の方の年齢がとても気になっていました。 

見渡しながら「良かった自分と同じくらいの年齢の

会長さんがおらす」と安心したのが川副会長を見たと

きでした。 

自分と同じくらいの髪の薄さでしたので、年齢は自

分と同じ年くらいと勝手に思い込み、名刺交換をしな

がら雑談で年齢を聞くと何と自分より 9才も年下だ

と判りました。大変失礼な年齢判断したことをお詫び

したことでした。 

 人は見た目というか、髪の薄さだけで年齢を判断し

てはいけないという事です。 

 

※教訓その 1 

「年の差は、髪の薄さより、肌のつや」 

肝に銘じましょう。 

 
 

《幹事報告》 

                松田信哉 幹事 

1.例会変更 

 

・伊万里西ＲＣ 

10 月 11 日（木）18：30～ 

伊万里迎賓館 3F（伊万里ＲＣ合同観月会の為） 

 

・佐世保ＲＣ 

9 月 26 日（火）12：30→18：30～ 

富士国際ホテル 屋上（観月例会のため） 

 

・佐世保東ＲＣ 

10 月 4 日（木）12：30～ 

ホテルオークラ JRハウステンボス 

1 階「飛鳥の間」→12 階「パール」 

（例会場使用不可の為） 

 

2.来 信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会        

①ハイライトよねやま Vol.222 

②10 月米山月間資料のご案内（豆辞典、クラブ米 

山記念奨学委員長の手引き、寄付マニュアル 

  2017 年度事業報告書・決算報告、50 周記念誌 

「50 年のあゆみ」・記念グッズ申込チラシ） 

・国際ロータリー日本事務局 

①2018 年 10 月ロータリーレート 1 ドル＝112 円 

 ②マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰ピン

（富田会員、永田会員）  

 

・ガバナー事務所 

①My Rotary 登録表報告、登録者数及びクラブセン 

 トラル、Rotary Club Central の目標入力の手引 

 き 

 ②地区大会記念事業について対象を第 5・6 グルー 

プ中心とした高校に関しての説明 

 ③地区名簿校正のお願い 

 ④北海道胆振東部地震に対する義援金について 

 ⑤2018 年度米山記念奨学生出前卓話一覧表 

 ⑥2018～19年度第2740地区青少年ミニフェスタの 

ご案内  

テーマ『世界の誰かのために行動しよう』 

日時：10月 13 日（土）～14 日（日）（1泊 2日） 

受付：12：30～ 

開会：13：10～ 

会場：佐賀県波止岬少年自然の家  

 ⑦ガバナー月信 10 月号 

 ⑧全会員研修会資料（9/18（火）開催されました研

修会資料を出席されていない方へ） 

 ⑨ロータリー財団セミナーのご案内 

  日時：11月 11日（日）13：00 登録受付 

15：15 閉会 

会場：東彼杵町総合会館 

 

・国際ロータリー第 2710 地区ガバナー事務所 

 平成 30 年 7 月豪雨災害義損金 受領について 

（お礼状） 

 

・佐世保東ＲＣ  

①第 3回会長・幹事会 議事録 

 ②事務局移転のお知らせ 

〒857-1161 佐世保市大塔町 23 番地 9 

TEL：0956-59-6636 FAX：0956-59-6646 

 

・佐世保西ＲＣ 

 第 4回会長・幹事会 議事録 

    

・佐世保中央ＲＣ 

 「クラブ現況と活動報告書・前年度活動実績書」 

再送（誤りがあったため） 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

 自衛隊記念日式典・祝賀会のご案内 

期日：10月 27 日（土）  

〔式典〕時間：11：00～11：55 

（受付 10：30～佐世保基地業務隊庁舎） 



場所：海上自衛隊 平瀬武道場 

 〔祝賀会〕時間：12：00～13：30（受付 11：30～） 

場所：海上自衛隊 平瀬体育館  

 

・社会福祉法人 山陽新聞社会事業団  

 岡山豪雨義援金 ご寄託御礼状と掲載新聞 

 

3.伝達事項 

①第 1回、第 2回理事会議事録をセルフ BOX へ入 

れております。 

②10/8（月）は祝日休会（体育の日）です。次回例 

会は 10/15（月）米山記念奨学生卓話「My Way」

リュウ ウンエイさん（長崎西ＲＣ）です。 

 

《来訪ロータリアン》 

 

・HTB 佐世保ＲＣ 川副源太郎君（卓話者） 

 

 

《委員会報告》 

 

宮﨑有恒 奉仕プロジェクト青少年委員会 

インターアクト 委員長 

本日、例会終了後、事務局にて合同委員会を開催しま

す。内容は10月20日開催の「インターアクト交流会」

についてです。 

 
村瀨高広 職業奉仕委員長 

今年も職場訪問旅行を開催いたします。日時は 10月

28 日(日)です。皆様のご参加よろしくお願いいたし

ます。 

 
近藤竜一 ロータリー財団米山記念奨学副委員長 

今月は米山月間です。ロータリー米山豆辞典の冊子が

届いております。読んで下さい。 

 

峯 徳秀 指名委員長 

来る平成 30 年 11月 26 日開催予定の「当クラブ年次

総会」において、当クラブ次々年度会長及び次年度役

員・理事の選出を行わなければなりません。その選出

方法に関し、当クラブでは「佐世保北ロータリークラ

ブ細則第 3条第 1 節」において、「選挙」もしくは「指

名委員会を設ける」とありますが、当クラブ慣例によ

り、その候補者を「指名委員会」によって推薦させて

頂きたく存じます。尚、「指名委員会」の構成は、「佐

世保北ロータリークラブ補則規定第 1 条」により会

長・直前会長・会長エレクト・及びパスト会長全員と

あり、委員長は直前会長とありますので、微力ながら 

私、峯が就任させて頂きます。つきましては、近々に

第 1 回の指名委員会を開催させて頂きますので関係

の皆様方におかれましてはよろしくお願い致します。 

《今月の結婚祝》 

S.58.10.26 宮﨑有恒・繁美夫妻 

S.62.10.12 田中幹人・理恵 夫妻 

H. 3.10.20 鐘ヶ江和重・美佐子夫妻 

H. 9.10. 4  茶村亜子・繁 夫妻 

H.20.10.13 三谷秀和・幸子夫妻 

H.20.10.20 松田信哉・優子夫妻 

H.22.10.10 船津 学・かがり夫妻 

  

《今月の誕生祝》 

 S.22.10. 8 藤井良介君  

S.29.10.24 宮原明夫君 

 S.40.10.13 中川信次君 

S.42.10.22 松田信哉君 

S.46.10.24 茶村亜子君 

S.50.10.25 渡会祐二君 

 

 

《ＲＩニュース》 

ロータリーのスポットライト 

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。 
 
戦略計画 

ロータリーがこれからもダイナミックな組織であ

りつづけ、世界中の地域社会に貢献していくための将

来への指針となるのが、ロータリーの戦略計画です。 
 
この戦略計画は、アンケート調査、フォーカスグル

ープ（座談会調査）、委員会、会合を通じて集められ

た会員の意見を基に形づくられました。ロータリーが

これからも目標に向けて前進しつづけていくために、

戦略計画は、ロータリアンの願いや希望を取り入れな

がら進化していきます。 
 
6 月、理事会と管理委員会は、ロータリーの新しい

ビジョン声明を承認しました。 

「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。 

ビジョン声明の作成にあたっては、先入観のない視

点をもつために、プラニングと変革管理を専門とする

コンサルティング会社、グラントソートンの力を借り

ました。 



IT 会報委員会 委員長 /公門新治   委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一  （記事担当 船津 学 ） 

本日の合計  40,000 円    累計 393,000 円 

 

グラントソートンと協力の下、ビジョン作成の参考

とするため、ロータリアン、ローターアクター、財団

のパートナー団体、ロータリー学友、ロータリアン行

動グループなどを対象としたアンケート調査、座談会

調査、インタビューを実施しました。「すべての人に

理解され、受け入れられるビジョンとするために、多

様なフィードバックに基づいてビジョンを創りだす

ことが極めて重要だった」とステファニー A. アーチ

ック戦略計画委員長は述べます。 

「アンケート調査や座談会調査の恩恵は計り知れ

ません。率直な意見を聞くことは、ロータリアンの特

質を形づくる真の精神、共通の価値観、優先項目を理

解するだけでなく、私たちの仕事の次の段階、つまり、

ビジョンに息吹を与えるのに必要な戦略計画と優先

事項を立てるための豊かな土壌をつくるためにも貴

重なのです」 

ロータリーは現在、次の戦略計画の土台となる優先

事項を練るための作業を行っています。優先事項と戦

略計画に関する詳細は、今後数カ月以内にお伝えする

予定です。 

 

 

《ハイライトよねやま》 

地区協同で一級河川の清掃活動 

9 月 1 日、柿田川湧水公園の清掃奉仕活動が行わ

れ、第 2620 地区（山梨・静岡）と第 2580 地区（東

京）の奨学生・ロータリアン、第 2620 地区米山学友

会、同地区インターアクトなど、合わせて約 150 人

が参加しました。 

この活動はもともと沼津柿田川ＲＣが長年続けて

いたもので、4 年前から地区の活動となりました。 

また、奨学生を連れた研修旅行で毎年米山梅吉記念館

を訪れていた第 2580 地区では、当時の地区米山奨学

委員長の働き掛けもあり、第 2620 地区と協同でこの

柿田川湧水公園清掃活動を行うことになったとのこ

とです。 

米山奨学生やローターアクトたちは、胸までの胴付

き長靴を着用し、冷たい川の中に入って外来植物を除

去したり、公園内の草むしりをして、汗をかきながら

清流の維持に一役買いました。 

 

 

《ニコニコボックス》   

鐘ヶ江 和重 親睦活動委員 

 

ハウステンボス佐世保ＲＣ会長  川副源太郎 様 

台風もちょっとかすめた程度で良かったですね。佐世

保は本当に住みやすい町です。今日は卓話でお世話に

なります。よろしくお願いします。 

 

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事 

会員の皆様、ご無沙汰しておりました。久しぶりの例

会です。 

昨日は、35 周年記念事業の事前ランチ会の予定でし

たが、台風 24号のため中止になりましたこと、まず

もってご報告いたします。また、先週土曜日にシャン

ラーで親睦活動委員会が開催され、そこで新入会員の

茶村会員の歓迎会が行われました。 

茶村会員におかれましては、今後、益々のロータリー

活動にご協力よろしくお願いいたします。 

なお、来週の月曜日は祝日例会となっておりますが、

ウォーキング＆ゲームラリーがございますので、参加

される会員の皆様にはよろしくお願いいたします。 

本日の卓話は、ハウステンボスＲＣの現会長である、

アルス楽器の川副源太郎様の卓話です。 

川副社長は、様々な楽器に対する造詣が深いので、為

になる話を聴かせていただけると思います。 

もしかしたらフルートの演奏も楽しめるかもしれま

せん。楽しみにしております。 

 

牧野博一君 

川副源太郎様、大変お世話になっております。お忙し

い中、本日の卓話ありがとうございます。 
オシャレな川副様、本日はジョンロブをおめしでしょ

うか？卓話、楽しみに拝聴致します。 
 
茶村亜子君 

9 月 28 日に森会長、松田幹事、中山大委員長、そし

て親睦委員会の皆様に盛大に新入会員のお祝いをし

て頂きありがとうございました。 

 

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 宮﨑有恒君 古賀新二君 湯口純二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀨高広君 

中川信次君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

松尾重巳君 公門新治君 船津 学君 小西研一君 

井上隆三君 二ノ宮 健君 鐘ヶ江 和重君 

本日、ハウステンボス佐世保ＲＣ会長の川副源太郎様

におかれましては、お忙しい中ご来訪、誠にありがと

うございます。 

本日は、「仕事の職業奉仕の正義考」と題して、卓話

をいただきます。 

会員一同、楽しみに卓話を拝聴させていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 


