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Weekly Report 
「ロータリー：自ら元気に楽しもう！他者

ひ と

のお役に立とう！」  

～ サービスを通して ～ 
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本日の例会 「ゲスト卓話 名誉会員 朝長則男佐世保市長」 

次回例会  「ゲスト卓話 佐世保青年会議所 内海梨恵子理事長」 

《ゲスト卓話 》 

「私の職業奉仕～ロータリーの原点」 

  RI第 2740地区 野口 清パストガバナー 

 

 

皆さん、こんにち

は。パストガバナ

ーの野口でござ

います。佐世保北

クラブの皆様の

貴重な時間にお

招き頂いた事に

厚く感謝申し上

げます。 

 

 さて、本日の「私の職業奉仕～ロータリーの原点」

というテーマですが、私の能力の及ぶところではあり

ませんが、昨今のロータリーの世界の動静を眺めると

き、今あらためて考えてみる必要があるのではないか、

との思いから敢えてこのテーマに挑戦させていただ

きました。今日お集りの皆様は、今日の話は先刻ご承

知の話ばかりであると存じますが、もう一度皆様と考

えてみたいと思います。  

ところで、19 世紀末のシカゴは成功を夢見た人た

ちが集まった、無法と腐敗の街であったと言います。

すべての人はライバルであり、孤独感と疎外感に加え

て過酷な自由競争に敗北するかもしれないという恐

怖感がつきまとっていました。 

 そんな背景の中でポール・ハリスら４名がロータリ

ークラブを結成いたしました。結成後、紆余曲折経て

今日まで営々と 112 年もの長い間続いて来ておりま

す。とりわけこの日本に受け入れられ浸透し、今日ま 

で続いて来ている理由の一つに職業奉仕（Vocational  

service）という理念があったからではないかと思い

ます。これは自分のことしか考えない利己主義の中に

利他主義の考えをうまく取り入れた全く素晴らしい

理念でありまして、他の奉仕団体にはないものであり

ます。ロータリークラブに入会し、色々な人々と交わ

り自分を磨き、自分を高める、そうすることによって

自分の職業が繁栄し、その職業が社会にとって有益な

ものとなれば、それこそが社会に奉仕することにつな

がるとの理念であります。日本には古くから近江商人

の商いのように三方良し（売り方よし、買い方良し、

社会良し）との考え方があり、ロータリーの職業奉仕

の理念が受け入れられる素地があったと思います。今

の日本に最も必要な理念なのではないかと思います。 

私は「ロータリアンは、ロータリーという世界から、

それぞれの職業分野に派遣されたメッセンジャー、大

使なんだ、従ってロータリアンはロータリーの例会に

おける切磋琢磨のなかで培ったロータリーの奉仕の

理念を、ロータリーの世界からそれぞれの職業分野に

派遣されて行って、これを広めていかなければならな

い。」と思っています。そして今のロータリアンは力

が及ばないでいる現状であると思います。また、今世

界のロータリアン、国際ロータリーはこの職業奉仕の

考え方が日本とまったく違った考え方をしているふ

しがあります。自分の職業で社会に奉仕することを職

業奉仕と言っているのでありまして、日本の考え方は

単なる職業倫理であると、従って職業奉仕は社会奉仕

の一環であり、「職業奉仕」という言葉自体をなくし

てしまおうとしています。今一度皆さんとこの日本の

職業奉仕について考えてみましょう。ありがとうござ

いました。 
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【本  日】会員数 43名 出席 27名 欠     席  4名 出席規定免除会員（12）  出席 6名  ビジター3名 出 席 率 89.19％ 

【前々回】会員数 43名  出席  27名 メークアップ 4名  出席規定免除会員（12） 出席 7名          修正出席率 100％ 

 

 

 

佐世保北ロータリークラブ  2017～2018年度 ＲＩ長 / イアン H.S.ライズリー  ガバナー/駒井英基 

  

 

 

 



《会長挨拶》 

                峯 徳秀 会長 

 

雪の影響により心配されました本日の例会も無事に

開催することができました。思い出されるのは、２年

前、中野年度の降雪による特別休会です。あの時は土

曜日の夕刻より雪が深々と降り始め、翌日曜日の朝は、

久々によく積もった雪に遭遇することとなりました。

尚、明日の朝にかけてまだ降雪の予報もでております

ので念のためお知らせしておきます。 

さて、本日は 2 月第１例会となるわけですが、RI で

はこの 2月を「平和と紛争予防、紛争解決月間」とし

ています。我々ロータリアンは世界平和に関係する人

道的支援に関与していかなくてはなりません。とは言

うものの、直接的な支援にはなかなか厳しいものがあ

りますが、折りしも、今週の金曜日 2 月 9 日からピ

ョンチャンオリンピックが 17日間の日程で開催され

ます。オリンピックの政治利用の話が巷では話題とな

っていますが、あくまでも本来あるべきオリンピック

の姿である『平和の祭典』としての開催を切望すると

ころであります。 

 最後になりますが、本日のゲストであります第

2740地区 2007-2008年度ガバナー野口 清様には『私

の職業奉仕』ということで卓話を頂きます。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 

◆伊万里西 RC  

2月 22日(木)12：30～→２月 25日(日)12：30～ 

ロイヤルチェスター伊万里（IM参加のため） 

◆ハウステンボス佐世保 RC 

2月 13日（火）12：30～ 

「ﾄﾛﾃｨﾈ」→ホテルヨーロッパレンブラントホール

（レンブラントホール使用可能となったため） 

                       

2.来信  

◆公財）ロータリー米山記念奨学会 

確定申告用領収証について  

1.寄付金免税申告用寄附金領収証  

※税額控除の証明書写し付 

2.リーフレット 

 

◆ロータリーの友事務所 

1.植樹活動のお写真等ご提供のお願い 

2.ロータリーの友 ２月号 

3.2018～2019年度版 ロータリー手帳お買い上げ

のお願い（本日回覧いたします） 

  

◆国際ロータリー日本事務局 

 平和と紛争予防/紛争解決月間 リソースのご案内 

 

◆ガバナー事務所 

 ①ガバナー月信 2月号 

 ②米山奨学生世話クラブ・カウンセラー依頼につい

て（お願い） 

 

◆ガバナーエレクト事務所 

会長エレクト研修セミナー開催のご案内 

（次年度森会長・ホストクラブ峯会長 渡会幹事宛て） 

日 時：3月 18日（日） 

登 録：13：00～14：00 

セミナー：14：00～16：30 

懇親会：16：40～18：00 

場 所：ホテルオークラ JRハウステンボス 

 

◆佐世保南 RC 

佐世保南 RC創立 60周年記念式典並びに祝賀会 

お礼状 

  

3.伝達事項 

①2/12（月）例会は祝日休会となっております。 

②2/15（木）18：30 よりグランドファーストイン佐

世保にて第 8回理事会を開催いたします。 

③2/19（月）次回例会はゲスト卓話  

佐世保市長 朝長則男様です。 

※例会場が会場の都合により 1 階奥「ヴィオラの間」

に変更となっておりますのでよろしくお願いします。 

 

《来訪ロータリアン》 

佐世保 RC 徳川晃尚君 佐世保 RC 黒江章雄君 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保中央 RC 倉科聡一郎君 

 

 

 

 

 

 

 



本 日 の 合 計  31,000 円      

累計 124,000円 

《今月の誕生祝い》 

S.24.2.9 中 山  誠 君 S.28.2.1 東 田 賢 二 君 

S.33.2.12田中幹人君  S.49.2.2 松田亜由美君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《委員会報告》 

◆国際奉仕委員会 

緒方信行委員長 

第 4回国際奉仕委員会のご案内本日 18：30よりグラ

ンドファーストイン佐世保に於きまして委員会を開

催します。 

 

◆ロータリー情報委員会 

森 豊 ロータリー情報委員 

①第 2回家庭集会 

2月 3日(土曜)、17名参加して永田会員「烏帽子岳山

荘」にて開きました。テキスト本「これだけは知って

おきたいロータリーの基礎」より「ロータリー財団、

出席について」の話の後は、八木・村瀬会員がシェフ

に扮し絶品の「八木鍋」を食し、もちろん永田会員の

ワイン飲み放題と大満足の懇親会を行いました。 

永田会員にはいつも会場を提供して頂いてありがと

うございます。また八木・村瀬会員には食材にテーブ

ルなどの搬入などの準備から料理と本当にお世話に

なりました。 

次回第 3回家庭集会は、5月ふたたび永田邸にてバー

ベキューに「八木出汁ラーメン？」をメインに開催し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ロータリーの友の紹介 

・今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。 

その特集記事が書かれています。その中に佐世保中央

RCの牛島前ガバナー補佐の記事があります。「ニコラ

ス・ウィンストンと 669人の子どもたち」という映画

の事を紹介してあります。 

 

・ROTARY AT WORK 

各ロータリークラブ活動の紹介です。 

その中には地区補助金を利用しての活動も紹介して

あります。北 RCも次年度に地区補助金を利用しての

活動を計画してますが、良いアイデアが出て来ません。

これらの記事を読んで頂き皆様からの活動のアイデ

アを提案頂ければありがたいです。 

 

 

 

 



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 松田亜由美  （記事担当 公門新治 ） 

本日の合計  45,000 円    累計 1,003,000 円

年円 
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◆北斗会 

緒方信行幹事 

第 4回北斗会開催のお知らせ 

2月 25日(日) 於佐世保国際カントリークラブ 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

中川信次 親睦活動委員 

 

第 2740地区パストガバナー 

佐賀 RC 野口 清君 

本日は卓話にお呼び頂きありがとうございます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

佐世保 RC 徳川晃尚君 

佐世保 RCの徳川晃尚です。今日はメークアップでお

世話になります。よろしくお願い致します。 

 

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。よろしくお願い致します。 

 

佐世保中央 RC 倉科聡一郎君 

1 月から佐世保中央 RC に入会しました。よろしくお

願い致します。 

 

峯 徳秀 会長 湯口純二 副会長 渡会祐二 幹事 

土曜日の家庭集会に参加された皆様にはお疲れ様で

した。場所を提供頂いた永田会員をはじめ、情報委員

長の宮﨑さん、料理番を務められた八木会員、村瀨会

員には大変お世話になりました。ありがとうございま

した。さて、本日は第 2740地区パストガバナー野口 

清様のご来訪を心から歓迎致します。 

職業奉仕をテーマにお話しをいただけるとのことで、

会員一同楽しみに拝聴させて頂きます。どうぞ宜しく

お願い申し上げます。 

 

平石晃一君 

先日、永田（烏帽子山荘）にての家族集会参加の皆さ

ん大変お疲れ様でした。大変有意義な時間を過ごす事

が出来ロータリーの良さがまた一段と良いと思われ

た事と思います。その後の八木会員、村瀨会員特別シ

ェフによる鍋料理による食事会、永田会員の高価なワ

インの特別提供があり、素晴らしい家庭集会に参加で

き楽しいひと時を過ごす事ができ有り難うございま

した。宮﨑情報委員長大変ご苦労様でした。次回も宜

しくお願い致します。 

 

 

富田耕司君 

野口パストガバナー卓話有り難うございます。楽しみ

に拝聴させて頂きます。遠路有り難うございます。 

 

中山 誠君 

野口パストガバナー宜しくおねがいします。 

誕生祝いありがとうございます。 

 

宮原明夫君 

野口 清パストガバナー、本日は大変お忙しい中、ま

た、大変お寒い中、職業奉仕委員会の卓話においでい

ただき誠に有り難うございます。楽しみに拝聴させて

頂きます。また、土曜日は、家庭集会でお世話になっ

た永田会員、おいしい料理を作っていただいた八木会

員、村瀨会員そして、主催の宮﨑委員長をはじめとし

てロータリー情報委員会の皆さん有り難うございま

した。 

 

ロータリー情報委員会 

宮﨑有恒委員長 藤井良介君 森 豊君 

第 2回家庭集会参加の皆様お疲れ様でした。いつも烏

帽子岳山荘を提供していただく永田さん有り難うご

ざいます。食事の段取り、準備、調理と大活躍の八木、

村瀨シェフにはお世話になりました。次回は 5月に第

3回家庭集会を開きます。皆さんの参加をお待ちして

おります。 

 

豊島揆一君 永田武義君 緒方信行君 古賀新二君 

牧野博一君 松田信哉君 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 

西沢 寛君 八木順平君 小西研一君 中川信次君 

二ノ宮 健君 中野雄一郎君 

2月 3日土曜日の第 2回家庭集会に参加の皆様大変お

疲れ様でした。場所を提供頂いた永田さんには、大変

お世話になり有り難うございました。 

また、食事の準備を頂いた八木、村瀨シェフにも大変

お世話になりました。また、本日は第 2740地区パス

トガバナー野口 清様には、「私の職業奉仕」と題し

て卓話をいただきます。どうぞ宜しくお願い致します。 

会員一同楽しみに拝聴させていただきます。 

 

事務局 窪田明子君 

先日の家庭集会では永田さん、大変お世話になりまし

た。八木さん、村瀨さん、美味しいお鍋をありがとう

ございました。 


