第 1559 回

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB

№28

例会日: 2019.3.25

Weekly Report
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佐世保北ロータリークラブ
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【本 日】会員数 43 名

出席 26 名

欠

席 3名

出席規定免除会員（14） 出席 10 名

出 席 率 92.31％

【前々回】会員数 43 名

出席 23 名

メークアップ 6 名

出席規定免除会員（14） 出席 8 名

修正出席率 100.00％

《ゲスト卓話》
「チーム 4ｘ4 について」
株式会社マゴオリ 馬郡 謙一氏

催しています。
多くの方々にお支えいただき継続できてはいます
が、
今後の事を考えるとき課題は多く一層の努力が必
要となります。今年は原点回帰いたし発足時の 400
人以上の会員数を目指し再度当会の活動を認知いた
だく計画を遂行いたしたく存じます。
倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成 8 年夏『TEAM4x4』は産声を上げました。
同年 9 月 3 日に発会式を開催いたし、1 0 月に発足い
たしました。発会式において故馬郡保会長は挨拶の中
で
「福祉の中で精神に関する問題は遅れており市民一
人一人の理解と協力が必要です。
この活動を通して地
域の中に理解者が増え精神的ハンディを持つ人が住
みやすい街になるように今後も力を合わせて頑張っ
ていきましょう」と話されました。
20 余年前ですが、これこそ「精神的ハンディを持
つ人が、憩い·集える部屋を支える会 TE AM 4 × 4」
の原点であると考えます。
その後 NPO 法人となり地域生活支援センター「ふれ
んず」、地域活動支援センター「シルク印刷工房 わ
くわくワーク」の運営、市内全ての精神に関わる病院
とそのスタッフの献身的な努力により本年第 24 回を
迎える「心の健康づくりフェスティバル」、第 22 回
を迎える「ウォーキング&ゲームラリー大会」を開
本日の例会 会員卓話

宮原明夫会員

次回例会

従業員招待例会

《会長挨拶》
森 豊 会長
※一升瓶理論
最近 60 代 70 代の分別のある老人が、ついカーとな
ってそんな言い訳で殺人事件や刃傷事件を引き起こ
す事件が多いような気がします。
何故なんだろうと考
える今日この頃です。
一升瓶のてっぺんまで水が入っていたら外気温が
上がり熱くなると中の水が膨張して瓶が割れてしま
います。だから一升瓶のてっぺんには空気の部分があ
り割れないようになっている。
人間の身体も同じことで頭のてっぺんまで血があ
るとちょっとのことでカッカカッカと興奮して熱く
なり頭が破裂して変な事件を起こしてしまう。血を少
し抜いて頭に空気の部分を作ってやる必要がある。
こ
の一升瓶理論は私の父の持論でした。父の興奮したこ
とは見たことがなかったので「親父さんはどがんしよ
るとね？」と聞くと「切れ痔の下血で調整しよる」か
なり説得力のある返事だった。
自分も何とかせないか
んと考え献血で調整することにした。若い時は金色と
赤色の献血手帳は何冊も持つようになりカアーっと
興奮することはなくなりましたが、
献血をし過ぎた嫌
いもあるのかも・・・献血は年齢制限があり歳をとっ
てくるとできなくなる。
献血ができないそんな老人が
殺人事件などを引き起こすのかもと考えると、悪い血
を抜いてやることは大事のように感じます。
昔は床屋さんが血を抜いてくれたそうです。
床屋さ
んの赤と青のサイン塔はその名残だそうです。吸血ヒ
ルで悪い血を抜くことは気持ち悪く感じますが容認
されなければならないと思います。
外科の先生は医学的に血を抜くことがあります。
こ
れを「瀉血」と言います。献血できる人は献血をし、
献血できない人は瀉血などをして、
頭のてっぺんまで
悪い血が溜まらないように心がければ凶悪事件が少
しは減るような気がします。
《幹事報告》
松田信哉

幹事

1.例会変更
◆松浦 RC
4 月 5 日（金）12：30→18：30～
松浦駅～伊万里駅往復
MR 松浦線電車内（観桜会のため）
4 月 12 日㈮12：30～→18：30～
湯布院（春の旅行と湯布院 RC との合同例会のた
め）
◆佐世保西 RC
4 月 2 日（火）12：30→19：00～
「山暖簾」（観桜会のため）
4 月 30 日（火）休会（定款第 8 条第 1 節により）

◆佐世保東南 RC
3 月 27 日（水）12：30→18：00～
あいかわ（観桜家族例会の為）
◆ハウステンボス佐世保 RC
4 月 23 日（火）12：30→4 月 22 日（月）18：30
しゃぶせん（夜例会のため）
4 月 30 日（火）12：30～
休会（定款第 8 条第 1 節により）
2.来 信
◆国際ロータリー
国際ロータリーデータサービス部より 2019～2020
年度クラブ役員報告のお願い
◆ガバナー事務所
国際大会（ハンブルグ）参加者の旅行スケジュール
について
◆ガバナーエレクト事務所
2019～2020 年度 地区研修・協議会開催のご案内
日時：5 月 19 日（日）
12：30 登録受付
13：30 点鐘
場所：諫早文化会館 諫早市宇都町 9-2
TEL：0957-25-1500
◆佐世保 RC
2019～2020 年度 第 1 回佐世保市内 8RC 会長・幹
事会議事次第
◆佐世保東 RC
第 47 回佐世保市内 8RC 親睦ゴルフ大会 競技委
員・担当幹事会 議事録
◆ハウステンボス佐世保 RC
2018～2019 年度 第 8 回佐世保市内 8RC 会長・幹
事会のご案内
日時：5 月 8 日（水）18：30～
場所：ホテルヨーロッパ 吉翠亭
3.伝達事項
①エレクト事務所からのアンケート提出がまだの方
は今月中によろしくお願い致します。（現在 29 名
提出）
②創立 35 周年記念旅行・従業員招待例会の出欠が本
日までとなっておりますのでよろしくお願い致し
ます。
③3/28(木)18：30 よりグランドファーストイン佐世
保にて第 9 回理事会を開催いたします。
④事務局お休みのお知らせです。
4/26（火）午後～4/1（月）例会日
4/ 4（木）～4/5（金）
大変ご迷惑おかけいたしますが 宜しくお願い致
します。
⑤3/30（土）16：00～よりＡＮＡクラウンプラザホテ
ル長崎グラバーヒルにて、
新旧合同地区インターア

クト委員会が開催されます。
小川地区委員 宜しく
お願い致します。
⑥第 8 回理事会議事録を配布しております。
⑦4/1（月）次回例会は会員卓話 宮原明夫会員です。
例会場がヴィオラの間に変更になりますので
宜しくお願い致します。

《ニコニコボックス》
八木順平

親睦活動副委員長

佐世保南ＲＣ 馬郡謙一君
本日はお世話になります。
北松浦ＲＣ 湊浩二郎君
久しぶりのメーキャップです。また、ちょくちょくお
じゃましますので、何卒宜しくお願いします。

《来訪ロータリアン》
◆北松浦 RC 湊 浩二郎君

佐世保東ＲＣ 緒方大輔君
本日もお世話になります。
よろしくお願いいたします。

◆佐世保東 RC

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
本日は、
北松浦 RC の湊浩二郎様と佐世保東 RC の緒方
大輔様がメークアップに来て頂いております。
ご来訪
を心より歓迎いたします。早いもので、三月も最後の
例会です。来週の例会日では、新しい元号が決まって
いることでしょう。また、いち早く桜の開花宣言もで
て、市内のあちこちで桜が咲き始めております。
本年度は、観桜会を行わないのが少し残念です。
本日の卓話、馬郡謙一様の「チーム４×４について」
です。馬郡謙一様は、あらゆる業界でご活躍されてい
らっしゃいます。ご多忙の中、卓話をお引き受け頂き
ましてありがとうございました。
楽しみに拝聴いたし
ます。

緒方大輔君

小川一貴君
長男、次男につづき、4 月１日付で三男坊の入社が決
まりました。ニコニコします。
《委員会報告》
ロータリー情報委員
渡会祐二 委員長
３分間ロータリー情報 職業分類について
以前，私が会員増強委員長を務めていたときに、職
業分類表が会員候補者発見の手掛かりになると教え
ていただいたことがありました。その趣旨は、職業分
類表をみて空白になっているところから会員候補者
を探ってみるのが大事というお話だったと記憶して
います。なお、1 つの職業分類について 1 名というし
ばりは現在はなくなり、
１つの職業分類について５名
まで可能とはなっています。しかし、やはり職業分類
が重複する場合は重複される会員への相応の配慮が
必要になると思いますので、職業分類の空白を手掛か
りにという考え方は重要だと思います。
この職業分類表について、ネットで検索をかけたと
ころ、国際ロータリー第 2680 地区が出している「推
奨職業分類基準表」というのを見つけました。きめ細
やかな職業分類が作成されています。当クラブの職業
分類表にこだわらず、
こういったほかの職業分類表を
参考にするのも、
会員増強につながるかもしれません。
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

プログラム委員会 牧野博一 委員長
馬郡謙一様、本日は、公私ともにお忙しいところ、ご
来訪頂き誠にありがとうございます。
チーム 4×4 についての卓話楽しみに拝聴いたします。
福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君
藤井良介君 中山 誠君 古賀新二君 湯口純二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 渡会祐二君
村瀨高広君 茶村亜子君 松永祐司君 小川 寛君
近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君
西沢 寛君 八木順平君 小西研一君 中川信次君
二ノ宮 健君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君
本日の卓話は株式会社マゴオリ代表取締役 馬郡謙
一様による精神障がい支援施設チーム 4×4 のお話で
す。皆で拝聴しましょう。

本日の合計

24,000 円

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美

小西研一

累計

1,046,000 円

（記事担当公門新治）

