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出席規定免除会員（15）

佐世保高専で仕事をさせて頂くようになって，早い
もので３年が経ちました．その中で，佐世保北ロータ
リークラブ に入会させて頂き，地域のいろいろな分
野を牽引されている皆様と直接にお話しさせて頂け
る機会を得たことは本当に有難いことです．また今回，
会員卓話をさせて頂けたこと大変光栄です．
卓話に先立ちまして，まず村上寅雄先生のご逝去を
心よりお悔やみ申し上げます．また，卓話当日は東日
本大震災から８年目を迎えた日となりました．
被災者
の皆様に深くお見舞い申し上げます．
今回の卓話では，４０数年に渡ってやって参りまし
た自分の専門分野の研究に纏わる話をさせて頂きま
した．タイトルは「材料の科学，欠陥や無駄の効用」
です．私たちの身の回りにありますものは，すべて何
らかの材料で出来上がっています．そこで材料は，水
か空気のように，あって当たり前ということで，あま
本日の例会
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《会員卓話》
「材料の科学

ガバナー/福田金治

席

率 83.78％

り注目を浴びることはありません．
しかし材料研究は
日夜しのぎを削って行われています．いつの時代も革
新的材料が生まれてくると社会全体を変えるような
大きなインパクトがあるからです．
今回はそのなかで，
材料の中にある欠陥の話をさせて頂きました．
欠陥と
いうと何かとても悪いイメージが有るかと思います
が，実は鉄やアルミニウムなど金属材料が現代社会で
大きな役割を果たしているのは，この欠陥のお陰なの
です．
何か材料が壊れて困ったという経験を皆様お持
ちと思います．「壊れる」という現象は，亀裂（割れ
目）が大きくなることによって起こります．そして割
れ目が出来ると，その先にストレス（応力）の集中が
起こります．
私たちも何か問題が起こるとストレスが
溜まりますが，それと全く一緒です．そんな時皆さん
はどうされますか？「一杯飲んで憂さを晴らす」，
「何
か自分の好きなことをして気分転換する」などではな
いかと思います．これは実に合理的なことで，同じこ
とが材料の中の割れ目の先端で起きています．
お酒を
飲んでもストレスの原因が消えて無くなるわけでは
決してありません．しかし，今にも切れそうだった自
分の気持ちに「ま，何とかなるわ」といった余裕が出
て来ます．これは，一点（割れ目の先端に対応します）
に集中していたストレスの再分配が行われるためで
す．材料の中でも，まさにこのストレスの再分配が行
われる時，その材料はとてもタフ（強靭）で壊れにく
いものとなります．そして，そのストレスの再分配を
行う主役が「結晶転位」と呼ばれる「欠陥」なのです．
こうしてみると欠陥だらけの私ですが，それを反省
すると同時に，その欠陥もまた自分の個性の内として
大事にせねばならないのかなと思う今日この頃です．
皆様の益々のご健勝を祈念しております．
次回例会

ゲスト卓話

馬郡謙一氏

いただければうれしく思います。出席免除になっても、
車椅子を押してでも出て来られた村上先生のロータ
リー活動の原点は何だったのだろうと思いました。出
席の義務を果たしながら、心許せる仲間とともに、人
の役に立つための倫理性と高潔性を追い求め、
相手の
ことを考え皆のためになるように、
天職を通じた職業
奉仕こそがロータリーの原点として率先実践されて
おられたのではないでしょうか。残された私たちも村
上先生の意思を継ぎ、これからロータリー活動の励み
にしたいと思います。

《幹事報告》
松田信哉 幹事
1.例会変更
◆北松浦 RC
4 月 2 日（火）12：30～サンパーク吉井例会場
→3 月 31 日（日）観桜会（場所未定）
◆ハウステンボス佐世保 RC
3 月 26 日（木）12：30～
→1：30～香門（夫人同伴観桜例会の為）
2.来信
◆国際ロータリー日本事務局
①3 月ロータリーレート 1 ドル＝110 円
②配信履歴(～2019 年 2 月末)
◆ロータリーの友事務所
ロータリーの友 3 月号
◆ガバナー事務所
①My Rotary アカント登録報告
②ガバナー月信 3 月分

《会長挨拶》
森 豊 会長
3 月 4 日の村上寅雄先生の葬儀には多くの方々のご
出席をいただきありがとうございました。
村上先生は、
入会以来連続出席を続けておられました
が、唯一１回だけ病気で欠席されたそうです。例会を
避けて入院ができたのかも知れないと悔やんでおら
れました。その後出席免除になられても時間が許す限
り出席され、
今年１月車椅子を押しての出席が最後で
したが途中退席されましたので、閉会点鐘を聴かれて
おられません。村上先生としては例会出席のけじめが
ついてないのではと思い、葬儀の席で、例会閉会の点
鐘を叩き送らせていただきました。
村上先生も喜んで

◆ガバナーエレクト事務所
①2019 学年度米山記念奨学生の世話クラブ決定
とカウンセラー選出のお願いについて
奨学生氏名：ホァン キン ｶﾞﾝさん（女）23 歳
国籍：ベトナム
学校：長崎国際大学
②2019 学年度米山記念奨学生・カウンセラーオ
リエンテーション
日時：4 月 7 日（日）
場所：諫早商工会館 3Ｆ大ホール
TEL：0957-22-3323
③19～20 年度 地区委員会キックオフミーティ
ングの開催について（地区委員宛て）
日時：4 月 13 日（土）12：30～登録受付
場所：諫早文化会館（諫早市宇都町 9-2）
TEL：0957-25-1500

④新旧合同地区インターアクト委員会のご案内
（小川寛地区委員宛て）
日 時：3 月 30 日（土）16：00～
場 所：ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ長崎ｸﾞﾗﾊﾞｰヒル
◆2018～2019 年度
地区大会記念誌

地区大会事務局

◆佐世保東ＲＣ
第 47 回佐世保市内 8ＲＣ親睦ゴルフ大会のご案内
（開催要項）
日 時：5 月 26 日（日）午前 8：16
アウト・イン同時スタート
場 所：佐世保国際カントリー倶楽部
懇親会：グランドファーストイン佐世保
午後 6 時 30 分～
参加費：会員（名誉会員とも）10,000 円
パーティーのみ参加 6,000 円締切 4 月 10 日（水）

れております。
②3/13（水）18：30 より 第 7 回市内会長幹事会が
しぐれ茶屋にて、また、次年度第 1 回市内会長幹事
会が佐世保ワシントンホテルにて開催されます。
③3/14（木）18：30 よりグランドファーストイン佐
世保にて第 4 回次年度理事会が開催されます。
④ガバナーエレクト事務所からのアンケート提出が
まだの方はよろしくお願い致します。（現在 29 名
提出）
⑤次回 3/4（月）は第 3 回クラブフォーラム 国際
奉仕委員会です。
⑥3/18（月）次回例会はゲスト卓話 一墨会 井上
一光氏「漢字の俗説を斬る！」です。

《今月の誕生祝い》
S.51.3.30
S.43.3. 2

船津 学 会員
小西研一 会員

◆佐世保工業高等専門学校
平成 29 年度功績表彰状授与式及び感謝状贈呈式
記念写真

《今月の結婚祝い》

◆海上自衛隊佐世保地方総監部
「春の集い」のご案内
日時：4 月 6 日（土）12：00～13：30
場所：海上自衛隊 平瀬体育館 会費：3,000 円
3.伝達事項
①次年度第 1 回・第 2 回議事録をセルフＢＯＸへ入

S.42.3.20
S.55.3.23
S.63.3.21
H.14.3.31
H. 8.3. 6

平石晃一・久子 夫妻
鳥越敏博・由美 夫妻
小川 寛・真澄 夫妻
西沢 寛・かおり夫妻
八木順平・有梨 夫妻

二ノ宮健君 松永祐司君 小川 寛君 松尾重巳君
田島 慎君 田中幹人君 船津 学君 西沢 寛君
八木順平君 小西研一君 中川信次君
鐘ヶ江和重君
本日の卓話は、会員卓話です。
東田会員による「材料の科学、欠陥や無駄の効用」と
難しそうな内容ですが、
わかりやすくお話しされます
ので、皆で拝聴しましょう。

《お悔やみ》
2019 年 3 月 3 日
佐世保北ロータリークラブ
初代会長 村上寅雄君 がご逝去されました。

《委員会報告》
ロータリー情報委員会
峯 徳秀委員
3 月 6 日グランドファーストイン佐世保にてパスト会
長会を開催しました。（蒲池会長エレクト、村瀨次年
度幹事を励ます会）近藤会長ノミニ―も参加されまし
た、また緒方会長差し入れのワインが美味でした。
マローニーＲＩ会長エレクトが描くロータリーの未
来を具現化すべく、蒲池会長エレクトが会員増強５０
名を予定されています、船津次年度会員増強委員長、
頑張って下さい。

安らかな眠りにつかれますよう、会員一同お祈りいた
します。

国際奉仕委員会
緒方信行委員
厦門理工学院への本の寄贈の件につきまして、
永田会
員、富田会員、森会長、松田信哉幹事、八木会員、小
西会員、窪田さんにご協力いただきました。
お陰さまでダンボール１４箱分の本が集まりました、
厦門理工学院へ寄贈させていただきます、ありがとう
ございました。
《ニコニコボックス》
八木順平

親睦活動副委員長

森 豊会長 中野雄一郎副会長 松田信哉幹事
3 月 2 日にご逝去された村上寅雄会員のご冥福を心よ
りお祈りいたします。
3 月 3 日の水泳記録会に参加された会員の皆さま、大
変ご苦労様でした。
先週は、月曜日に 35 周年記念事業実行委員会、火曜
日に千葉ガバナーエレクトを囲む会、水曜日にパスト
会長会と連日行われました。ご参加の皆さまお疲れさ
までした。
事務局から、
城島高原の一泊旅行の案内文書が届いて
いると思いますので、期限までに FAX をお願いします。
本日の卓話は、東田会員の会員卓話となっております。
楽しみに拝聴させていただきます。

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 宮原明夫君 峯 徳秀君
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

本日の合計 25,000 円
船津 学

松田亜由美

小西研一

累計 1,022,000 円
（記事担当 公門新治）

