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裏表紙　　

世界へのプレゼントになろう

　【表紙写真説明】
先人たちの知恵と苦労の結晶である棚田。佐賀県内には「日本棚田
百選」に選ばれた棚田が６カ所あり、その３つが唐津・東松浦地
方。玄界灘の入り江に面した浜野浦（玄海町）の棚田では８月下旬
から早場米の「上場コシヒカリ」の収穫が始まる。
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ロータリーに人生を学ぶ
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国際ロータリー第2740地区
2015-16年度ガバナー

太田　善久

　私は魚の養殖や仲買の仕事に携わり、交流というと、魚の関係者が主でした。唐津東

ロータリークラブに入り、いろいろな職種の人とのお付き合いができ、貴重な見聞、耳

の痛い忠告等々、大変有意義な生活をさせてもらっています。

　さまざまな助言の中でも私が一番肝に銘じていることは、師と仰ぐ先輩からいただい

た「太田君、商品ばつくらんといかんばい」というお言葉です。私が酔った勢いでいろ

んな新製品のアイデアを話すのですが、商品とは売れなければいけない品物なのです。

お客さまの評価に値するかどうなのか、まさに「他力」なのです。頂門の一針をいただ

いたと思います。

　近年、私も相応に年を取りましたので、自身の宗教である仏教について考えるように

なりました。禅宗の曹洞宗で、祖父が宗教活動に割と熱心で、本山に参ったり、檀家総

代をしたり、その度ごと宗教の特徴を話していました。禅宗の修行では食事、掃除、洗

濯等々のことを自前ですることが大切とされ、祖父からよく話を聞かされたものです。

　このごろは浄土真宗の「他力本願」という教えを妙に新鮮に感じています。宗祖親鸞

上人の言葉で、ロータリーの「自利利他」の教えに通じると思います。

　本年度（昨年度）のデイリーＣ．ＫホァンＲＩ会長のテーマである「Light　Up　

Rotary」（ロータリーに輝きを）も天台宗の宗祖である最澄大師の教えである「山家学生

式」の「一隅を照らす、比れ則ち国宝なり」に通じると思うし、それに続く「悪意を己

に向かえ、好事を他に与え、己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」の一節はロータ

リーの「He profits,most who serves best」「Service above self」の二つのモットーそ

のものではないかと思います。東西の思想というものが意外と近いものではないかと思

いました。

　ロータリーに学ぶこと多し、です。

　（2015年２月・唐津東ロータリークラブ50周年記念誌から）
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「ロータリーの友」地区代表委員 （唐津東ＲＣ）
にい おか まさ ひさ

新岡　正久
　今年度「ロータリーの友」地区代表委員を拝命いたしました。 
　5月のオリエンテーションに始まり、7月の「友」委員会、ガバナーとの合同会議など、全国区での集ま
りに出席する機会を得て、その任務の重さを実感しています。  
　要は「ロータリーの友」を会員の皆さんにしっかり読んでいただくために、なるべく親しみの持てるよ 
うな情報を地区の会員の方々にお伝えすること、そして皆さんの活動状況や、ご意見、ご感想を「友」の 
方に反映させるようにすることが役目だと心得ております。 
　そのために「ガバナー月信」の頁をお借りして、色々な情報を発信していきたいと思います。また、皆 
さんからも色々な状況やご感想をお寄せいただければ幸甚です。どうぞよろしくお願いいたします。 
　今月は「友」への皆さんの投稿のお薦めです。
　「表紙写真再募集」の募集内容をお知らせします。その他『クラブバナー』自慢や会員の投稿をお待ちし
ている欄は色々あります。今年度「ロータリーの友」７月号の59頁にそれらの情報が載っていますのでご
参照くだ さい。

　2015-16年度『友』表紙写真につきまして、ロータリアンの皆さまから多数いただきましたご応募作品
は、『友』表紙解説者の岡井燿毅氏(元『アサヒカメラ』編集長)により、６月に審査いたしました。後号の
『友』縦組み「表紙のメッセージ」、ホームページ『ロータリージャパン』(http://www.rotary.or.jp)で結果
を掲載します。
  なお、2015年12月号、2016年１、２、３、５月号の表紙につきましては、残念ながら該当作品があり
ませんでしたので、作品を再募集することとなりました。お近くの写真好き、カメラ好きなロータリアンの
皆さん、ぜひご応募ください。テーマはありません。
　募集要領は次の通り。
　①締め切り　　　2015年10月10日
　②点　　数　　　１人３点まで
　③サ イ ズ　　　紙焼き四つ切り(それに近いサイズも可能) 
　④添付資料　　　名前、クラブ、連絡先住所・電話・ファックス、撮影場所、撮影年月、撮影のデータ

（カメラ名、使用レンズ〔ミリ〕、露出、シャッター速度)、簡単な写真説明 
　⑤発　　表　　　『友』誌、ホームページ『ロータリージャパン』に入選者のみ(http://www.rotary.or.jp)
　⑥審査員(予定) 　岡井燿毅氏(元『アサヒカメラ』編集長・現『友』表紙解説者) ほか 
　⑦そ の 他
表紙のサイズに合わせ、トリミングをする場合があります。
写真の上に、タイトルその他の文字がかかる場合があります。
採用決定作品は掲載時にネガフィルム、ポジフィルム、デジタルカメラの場合はデータが必要になります。
掲載に際し、賞金ならびに掲載料等の支払いはいたしません。
入選作品の著作権は撮影者に帰属します。 
ロータリーの友事務所は『ロータリーの友』、『友』英語版、その他、ならびにウェブサイトへの掲載、
展示などの使用権を保有します。
応募作品の返却はいたしません。

■応募先（郵送先）
　　　一般社団法人ロータリーの友事務所
　　　〒105-0011　東京都港区芝公園2-6-15　黒龍芝公園ビル４階
　　　※詳しくは、『友』９月号ならびにホームページ『ロータリージャパン』（www.rotary.or.jp）を
　　　　ご覧ください。

表紙写真再募集！ 写真好きロータリアンに
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「ロータリーの友月間」（9月）を新設します （ロータリーの友  平成 27 年５月号より転載）
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　平成27年7月14日、高原パストガバナー、佐伯

地区幹事、池田ガバナー補佐をお迎えして、ガバ

ナー公式訪問例会を開催いたしました。

　太田ガバナーが入院中ということで、1日も早く

よくなられることを願うものです。

　懇談の中で、鹿島ロータリークラブがかかえる問

題について、意見交換いたしました。

　まず一つはロータアクトクラブの問題です。

　奉仕費総額899,000円のうち550,000円を

ローターアクトが占めております。

　青少年の育成が大切なことは、十分承知をし

ていますが、単位クラブが負担するのでなく

て、地区全体の問題として、ローターアクト活

動を援助していく仕組みを作って頂きたい事を

お願いいたしました。

　鹿島ロータリークラブは今年50周年記念事

業を11月22日（日）迎えます。先輩たちが築き

上げられたクラブをさらに地域に貢献し、輝く

クラブにしたいと思います。

　つぎに会員増強です。50周年記念日までに10名

の会員を迎えたいと思います。若い会員に加入して

頂き、ロータリーを活性化させましょう。

　太田ガバナーの1日も早い回復を祈り、ガバナー

の強い思い「地域へのプレゼントになろう」の実現

にがんばりたいと決意を新たに致しました。ありが

とうございました。

RID2740  2015-2016 Vol.3

鹿島ＲＣ 7月14日（火） 会 長　藤永　勝之　　幹 事　田口　和人

　太田善久ガバナーが今年５月に急病で倒れて現在も
療養中であるため、代わりとして田口厚パストガバ
ナー、加えて三宅敏彦ガバナー補佐と佐伯岳歩地区幹
事をお迎えしての当クラブガバナー公式訪問例会とな
りました。
　例会前に田口パストガバナーを含めた３名の地区役
員の方々と本田時夫会長、進藤和彦会長エレクトに幹
事・副幹事を交えて懇談の場を持ちました。当クラブ
の概況や、姉妹クラブ40周年を記念して今年８月に訪
問する米国セントポールＲＣとの国際青少年交換事業
やトーマス・Ｂ・グラバー奨学生事業の内容について
も本田会長を中心にご説明いたしました。
　会場を移し、田口パストガバナーの例会での卓話で
は、今年度のガバナー訪問体制に至った経緯をお話し
された後、長崎ＲＣの課題（各種寄付金・基金・義捐
金・交換及び米山留学生の減少、ホームステイ受け入
れ先の減少等）についても触れられました。また世界
遺産効果・商店街の活性化・ＭＩＣＥ構想等にも話が
及びました。
　その後、Ｋ．Ｒ．ラビンドランＲＩ会長がビデオメッ
セージの中で、「私たちのテーマは『世界へのプレゼン
トになろう』です。誰でも与えることの何かを持って
いるはずです。私たちはこれを与えることにより、世
界に真の変化をもたらすと考えています。私たちの能

力、才能は天からの授かりものです。それを天にお返
しするのです。」と訴えていました。
　また、太田善久ガバナーの言葉もビデオの後半に紹
介されました。「この長崎、佐賀両県にまたがる第
2740地区は、統計によると人口の減少率が高く、崩
壊の危険がある地域がたくさんあると言われていま
す。ロータリー活動を通して、少しでも地域の活性化
を図りたいものです。」
　今回ご来訪いただいた地区役員の方々への感謝とご
健勝を祈念し、また大変でしょうが病床のガバナーの
思いを今年度の地区活動へできるだけ反映していただ
くようお願いし、ご報告といたします。

長崎ＲＣ 7月16日（火） 会 長　本田　時夫　　幹 事　濵本　浩邦

思いを今年度の地区活動へできるだけ反映していただ
くようお願いし、ご報告といたします。
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　2015年７月22日（水）佐世保ロータリークラブ第
3176回例会、本年度第４回目の例会を開催しました。
　今回は「ガバナー公式訪問」です。太田善久ガバ
ナーがご体調不良とのこと、第2740地区安部直樹
パストガバナー、大神邦明第５グループガバナー補
佐、そして佐伯岳歩地区幹事をお迎えしての公式訪
問例会となりました。
　当日は、例会前に11：30より懇談会を開き、当
クラブより会長、幹事、会長エレクトの８名が出
席、佐世保ロータリークラブの概況について説明、
特に今年度が65周年の節目で、佐世保ロータリー
クラブ創立時の話を交えながら、温故知新の考えで
会員の“ロータリアンとしての喜びを向上させよ
う”を、地区の指針なども拝聴しました。
　引き続いての例会では、唐津東ＲＣの会長平野畯
策さんをゲストで参加頂きました。Ｋ.Ｒ.ラビンド
ランＲＩ会長のBe a gift to the world「世界へのプ
レゼントになろう」、地区方針「地域へのプレゼン
トになろう」を含む地区方針の伝達を安部パストガ

バナーより説明頂き、世界大会の映像も交えてのお
話を分かり易く拝聴しました。
　佐世保ロータリークラブも新たに次世代に繋がる
ような、この限られた１年を会員総意のもと努力し
たいと考えます。
　最後に、太田ガバナーの１日も早いご快癒を祈念
いたしますと共に、安部直樹パストガバナー、大神
邦明第５グループガバナー補佐、佐伯岳歩地区幹事
には引き続きご指導と各位の更なるご清祥をお祈り
申し上げます。

佐世保ＲＣ 7月22日（水） 会 長　田中丸善弥　　幹 事　芹野　隆英

　７月23日（木）、野口清パストガバナー、飯盛

康登ガバナー補佐、佐伯岳歩地区幹事をお迎えして

ガバナー公式訪問例会が開催されました。例会に先

立ち、会長、幹事、国際奉仕担当理事との懇談会が

行われ、当クラブの概況報告、クラブ運営方針の説

明をさせて頂きました。

　野口清パストガバナーより、太田善久ガバナーは

ＲＩのテーマ「世界へのプレゼントになろ

う」をテーマにされており、地区方針を

「地域へのプレゼントになろう」と説明を

れました。

　例会では、野口清パストガバナーによる

卓話を行っていただき、Ｋ.Ｒ.ラビンドラン

会長のメッセージ「人はその地位や身の上

にかかわらず、才能、知識、能力、努力、

そして献身と熱意など、誰でも与えること

のできる何かをもっているはずです。」を仏

教の教え「長者の万灯より貧者の一灯」で

わかりやすく説明をされ、Ｋ.Ｒ.ラビンドラン会長

の方針が理解できた様に感じられました。また、例

会終了後全員で記念撮影を行いました。

　野口清パストガバナー、飯盛康登ガバナー補佐、

佐伯岳歩地区幹事には、この度のご来訪に対し感謝

申し上げますと共に、太田善久ガバナーのご健康の

回復と、ご多幸をお祈り申し上げます。

佐賀ＲＣ 7月23日（木） 会 長　大坪　恵介　　幹 事　吉原　崇己

ナーは

申し上げますと共に、太田善久ガバナーのご健康の

回復と、ご多幸をお祈り申し上げます。
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ー
で
よ

畯
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申し上げます。

会 長　大坪　恵介　　幹 事　吉原　崇己
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　７月24日（金）武井洋一パストガバナー、古賀良一
ガバナー補佐、佐伯岳歩地区幹事をお迎えしてガバ
ナー公式訪問例会を開催しました。例会に先立ち、
会長、副会長、幹事、会長エレクトとの懇談会を行
い、活動計画書をもとにして、クラブの概況、運営
方針、目標などのお尋ねに答えながらご説明させて
いただきました。また、ガバナー公式訪問の打合せ
から訪問に至るまでのお話を聞かせていただき、武
井パストガバナーの地区に対する熱い思いと、ガバ
ナー事務所関係者の皆様の心を一つにされた、サ

ポート体制の固い絆と決意
を感じました。　
　例会では、ラビンドラン
ＲＩ会長の「世界へのプレ
ゼントになろう」のDVD、
太田ガバナーの地区方針お
よび目標を武井パストガバ
ナーからご説明いただき、
例会終了後は、全員で記念撮影をして無事にガバ
ナー公式訪問は終了しました。

　今回の公式訪問でご指導いただいたこと
を、今後のクラブ運営に生かし「地域への
プレゼントになろう」をメンバー全員で、
しっかりと実践していきたいと思います。
　最後になりますが、武井パストガバナー
をはじめ地区の皆様方におかれましては、
今後とも過密スケジュールが続くものと拝
察いたします。どうか時節柄ご自愛の上ご
活躍されますことを感謝の気持ちと共にお
祈り申し上げます。

RID2740  2015-2016 Vol.3

佐世保南ＲＣ 7月24日（金） 会 長　峯　　順通　　幹 事　直江　弘明

　見上げる空に、梅雨明け宣言近し、を思わせる平
成27年７月25日（土）。
　雲仙ロータリークラブ第2146回例会へ、2740
地区パストガバナー高城昭紀君、地区幹事佐伯岳歩
君・随行者坂本慎一郎君・又、第７グループガバ
ナー補佐佐藤誠君の訪問を受けた。
　例会開始前の懇談会においては松永会長より本会
の活動報告及び2015～2016年における計画の概
要説明がなされた後、高城パストガバナーはじめ３
氏より次のような感想及び評価がなされた。
１．報告書及び計画書が、内容ともども行き
届いた編纂がなされており、充実したクラ
ブの活動がなされている様子が一目瞭然で
あるとの高い評価を受けた。併せて、
２．米山記念奨学会への寄付に対するお礼も
述べられた。
　こうした評価も、先輩方が構築して来られ
たご苦労のたまものと、認識を新たにしたと

ころである。例会では、
　高城パストガバナーよりＲＩ会長Ｋ.Ｒ.ラビンド
ラン氏のメッセージの紹介がなされた。
　「私たちの人生の価値はどれほど得たかではな
く、どれほど与えたか」が大切であること。
まさに、2015～2016年度のテーマである。
「世界へのプレゼントになろう」
　の意図するところに一歩近づけた思いがした。
　太田ガバナーの一日も早い回復を願いながら。

雲仙ＲＣ 7月25日（土） 会 長　松永　忠義　　幹 事　金子壽重子

じめ３ 太田ガ ナ の 日も早い回復を願いながら。

ナー事務所関係者の皆様の心を一つにされた、サ ナー公

仙

意
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、
記念撮影をして無事にガバ
した。
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 ７月27日（月）田口厚パストガバナー・津田尚幸
ガバナー補佐・佐伯岳歩地区幹事をお迎えして、ガ
バナー公式訪問例会が開催されました。
　今回は太田善久ガバナーが突然急病で倒れられて
心配しておりましたが、少しずつ回復されていると
の事で一安心しました。陰ながらご全快をお祈りい
たします。
　写真撮影の後、例会前の懇談会で当クラブの現況
を説明致しました。７月に新会員が２名入会し、現
在83名のスタートとなり今後も会員の増強に努
力するとお話しました。
　北ロータリークラブの独自の事業について
「国際交流基金」の奨学生が発足以来、来年度
北ロータリークラブ創立60周年に向け、100名
達成を目標としております。
　又、当クラブが主催する「年長者市民俳句大
会」が今年度30周年を迎え節目の年になりま
す。そして今年度、長崎ロータリークラブ・長
崎東ロータリークラブ・長崎中央ロータリーク
ラブ・長崎北ロータリークラブの４クラブが主

催して毎年行っている「長崎地区剣道選手権大会」
が今年度第38回を迎えます。以上の事をご説明致
しました。
　例会におきましては、田口パストガバナーにユー
モアを交えながらロータリーについて分かり易く卓
話をして頂き、最後に国際ロータリークラブのメッ
セージを中心とした映像を拝見して、大変有意義な
時間を過ごさせていただきました。心より御礼申し
上げます。

長崎北ＲＣ 7月27日（月） 会 長　内田　　一　　幹 事　入江　良明

　７月28日（火）、太田善久ガバナー代理：宮島傳兵衞

パストガバナー、中嶋泰生ガバナー補佐、佐伯岳歩

地区幹事をお迎えして、ガバナー公式訪問例会が開

催されました。例会に先立ち会長・副会長・幹事と

の懇談会では、当クラブの「現況並びに活動報告」

書を基に説明させて頂きました。

　懇談会では宮島パストガバナーよりこの懇談会は

ガバナーの希望とクラブの要望を話し合うのが大切

な事ですとのお話があり、また当クラブ唯一

人の創立チャーターメンバーである宮島ＰＧ

より創立時の色々なお話を伺う事が出来ました。

　例会ではパワーポイントを使ってRI会長

K.R.ラビンドラン氏の「世界へのプレゼント

になろう」との説明があり。太田善久ガバ

ナーの「地域へのプレゼントになろう」との

地区運営方針の説明が流されました。

　続いて宮島PGの卓話として太田Gの地区

運営方針の補足説明として、我々のロータリー活動

を通して少しでも地域の活性化を図らなくてはなり

ませんとのお話がありました。

　この台風一過の猛暑の日に宮島ＰＧにはご高齢に

もかかわらず矍鑠としてＧ公式訪問をお勤め頂き心

よりお礼申し上げます。また太田善久ガバナーの少

しでもお早いお身体のご回復を会員一同御祈念申し

上げ報告と致します。

唐津ＲＣ 7月28日（火） 会 長　藤山　英周　　幹 事　山口　哲生

大切 上げ報告と致します。
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　去る７月29日(水)田口厚パストガバナー（2006

～2007）、津田尚幸第10グループガバナー補佐、

佐伯岳歩地区幹事をお迎えしてガバナー公式訪問例

会が、当長崎南クラブで開催されました。

　例会開始前に30分ほど時間を取り、当年度の当

クラブの運営方針を会長である私と新ケ江クラブ幹

事よりご説明して、田口PGからのご質問に答えさ

せていただきました。

　「当クラブは昨年創立50周年を迎え、年度初

頭の会員数が80名の大台に達して老舗クラブの

仲間入りを果たしました。」という事業計画書

の冒頭の一文を佐伯地区幹事より高く評価して

いただきました。また活動内容もしっかりして

いて奉仕の理念に沿ったものであるとお褒めの

言葉を田口PGからもいただきました。

　その後の例会においては、約30分田口PG独

特のユーモアたっぷりの語り口で会場全体が笑

いに包まれました。また当クラブの例会出席100％

達成者15名の表彰もしていただき本当に楽しい例

会となりました。

　太田善久ガバナーの病気ご療養中で代役として超

多忙のパストガバナー、ガバナー補佐、地区幹事、

本当にありがとうございました。クラブを代表して

ご報告とお礼を申し上げます。

RID2740  2015-2016 Vol.3

長崎南ＲＣ 7月29日（水） 会 長　岡村　康司　　幹 事　新ケ江憲和

　高原パストガバナー、第４グループ中嶋ガバナー
補佐、佐伯地区幹事をお迎えして、例会場であるロ
イヤルチェスター伊万里にて公式訪問例会が開催さ
れました。
　当クラブは７月27日が創立記念日であり、その
翌々日の29日に公式訪問の例会を開催でき、創立
55周年目の記念すべき例会となりました。
　例会に先立って当クラブから山口会長、田中丸幹事、
峯副幹事が参加して懇談会を開催しました。高原パ
ストガバナーの優しい配慮で和気藹々の内に有意義
な時間となりました。
　高原ガバナーの卓話では、太田ガバナーからの
メッセージ「地域へのプレゼントになろう」の実行
を依頼されました。
　創立55周年を迎えたことから、その後の記念の
懇親会にも参加をいただき、終始和やかな雰囲気の
中で親睦の時間を共有できました。
　暑さ厳しい中での公式訪問に対し会員一同感謝申
し上げるとともに、太田ガバナーにおかれまして
は、一日も早いご回復をご祈念申し上げます。

●クラブにおける活動目標
　①　会員増強の目標　純増３名以上
　②　ロータリー財団への年次寄付
　　　一人平均　150ドル／年間
　③　米山記念奨学会への寄付
　　　一人平均　16,000円／年間
●スローガン
　「伊万里へのプレゼントになろう」

伊万里ＲＣ 7月29日（水） 会 長　山口　　猛　　幹 事　田中丸治樹

ブ幹

えさ

本当にありがとうございました。クラブを代表して

ご報告とお礼を申し上げます。

　「伊万里へのプレゼントになろう」
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　7月30日（木）塩澤恒雄パストガバナー、大神邦明

ガバナー補佐、佐伯岳歩地区幹事をお迎えしガバ

ナー公式訪問例会を開催しました。例会時間前に当

クラブの現況報告及び運営方針、活動計画等説明さ

せて頂きました。幸いな事に、塩澤恒雄パストガバ

ナーが当クラブの会員で、一昨年の2740地区のガ

バナーでしたので一昨年前の苦労話や努力

された問題点などお話しされ、大神ガバ

ナー補佐、佐伯地区幹事から特に会員増強

への取り組み、例会出席100％への取り組

みなど、楽しく、真摯に、人柄が滲み出る

貴重なご指導を頂きました。当クラブは、

今年で55周年を迎え、国姓爺合戦の主人公

「鄭成功」が生まれた平戸の地であります

ので、歴史を振り返り先人達が築き上げた

英知と情熱を確認する事であり、「毎日の水

を飲む時には、必ず井戸を掘った人に感謝の気持ち

を込めて常に思いを馳せなければならない。」と諺

にありますが、今年度早々にガバナー公式訪問の機

会を与えて頂きました事に感謝を申し上げますと共

にご自愛の上、益々のご活躍を御祈念申し上げます。

平戸ＲＣ 7月30日（木） 会 長　福田　　詮　　幹 事　池田　直彦

　「2015年7月31日、7月第５例会ガバナー

公式訪問例会」本日の例会は、2740地区副

ガバナー宮﨑清彰君、第８グループガバナー

補佐長島吉實君、地区幹事佐伯岳歩君、唐津

東RC会長平野畯策君、地区大会幹事伊藤正

一君のご来訪を賜り、ガバナー公式訪問例会

を開催いたしました。

　例会前の懇談会では、副ガバナーより的確なご指

導を頂きました。

　今後のRC活動に活かしていきたいと思います。

また、例会食事では諫早名物　楽焼うなぎをお楽し

み頂きました。ご訪問、ありがとうございました。

諫早ＲＣ 7月31日（金） 会 長　山田　和弘　　幹 事　永江　圭爾

例会前の懇談会では 副副ガバナーより的確なご指副
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　第２グループ　ガバナー補佐として委嘱状をもらい、その後が２月22日でし

た、ガバナーよりＲＩ会長ＫＲラビンドラン・2740地区太田善久ガバナーよ

り、地区運営方針『地域へのプレゼントになろう』を示され、地区チームセミ

ナーが行われ、夜の懇親会となり、ふぐコースをいただいたその日から６ヶ月

となり、2015年～2016年度が始まり各担当クラブにも就任挨拶も終わり、い

よいよ新年度のセミナーを重ねる度に、自分自身がガバナー補佐としての仕事

の重大さに緊張と不安が入会27年にして大役を頂き気を引き締めて、やりこなすことに意欲が出

て来ます。

　一番目に佐賀西クラブへのクラブ協議会訪問に始まり、我がクラブのスポンサークラブと云う

こともあり、知り合い先輩の方々と会う事が出来ました、クラブ協議会も終わり８月４日は、佐

賀マリトピアにて第１・２グループ合同例会が始まり、いよいよ多くのロータリアンとの出会い

が始まります。多く話し聞き緊張の連続です。

　今年10月17日に我が神埼ロータリークラブの創立三十周年記念式典を行います。是非ともロー

タリアンの多数のご参加をお願いいたします。テーマとして『青少年育成』で過去の20周年記よ

り続けております。我が神埼クラブは現在39名で、既に２名の純増を行い、これから40名以上の

会員クラブに飛躍することで平均年齢が58歳と勢い力が増加しつつ将来が有望されています。

　特に親睦会ではお酒を酌み交わし、語り合う事が意見交換出来て楽しい会運営が出来ると思います。

　昨今では、酒は飲酒運転、酒乱、肝臓病、がんなど、たばこは脳卒中、呼吸器疾患、心筋梗塞

などを引き起こす、諸悪の根源のような扱いです。さて、これは本当なのでしょうか。

　その昔、「酒は百薬の長」「今日も元気だ、たばこがうまい」と言われていました。酒の適量は、

ビール一本、酒一合、ウイスキーシングル一杯程度とされていますが、奈良漬け一枚で顔が赤く

なる人もいます。そんな人が酒一合飲んだら大変。各自に適量があります。

　さて、漢方療法の物差しの一つに、陰陽、五行説があります。これによると、酒・味は辛くて

体を温める働きがあり、主に肺、大腸、鼻、皮毛に作用して改善し、悲しみを取り除く、血管を

拡張し、血行をよくする働きがあるが、取り過ぎると肝、胆、眼、筋を侵し怒りっぽくなる。(薬

剤師  小林正明先生談)

　そこで我が職業、食材物流で仕事・健康管理を少し試みるようにしています。

　現在は、飲酒運転でもやるなら、その業種は廃業になるでしょう。まず飲酒好きな人でも深酒

は残酒の検査に出てきまして、即アウト、重大事故でも起こしたら破滅です。

　日頃健康チェックを厳しくして、乗務前の点呼があり、飲酒検査・血圧測定と受けて、異状な

ければ合格乗務でき、これをくりかえし行うことに、それが習慣となり通常の健康診断(年間二回)

も異状なく健康な身体者が多くなり仕事にも注意力が上がりました。

　今後はいかにして「安全安心経営」に取り組むかが我々の課題でもあります。最近は得意先で

のしつけや礼儀作法に厳しくマナーを追求され、しかし我社の現在の乗務員はすべてをこなして

当たり前です。

　他人様から信頼される事が一番で、常に有言実行である事が一番信頼される事と思います。

　終わりになりますが会員の皆様のご健勝お祈り申し上げます。

　文章になすことの難しい事、作家にならなくて良かった。

た

り

ナ

と

よ

の重大さに緊張と不
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　平成 27年７月 18日（土）、諫早市ホテルセンリュウにて次年度の奨学生候補者面接会が行われ

ました。面接は喜多委員（島原RC）が議長を務め、緊張感のある中で進められました（残念なが

ら面接風景の写真はありません）。途中からの英語による面接では、卓越した会話力に加えて、会話

の中でのジェスチャーやジョークなどにも洗練された国際感覚が垣間みられ、かくも優秀で、たく

ましい若者がいるのかと感服しました。

　当地区での内定者（１名）はこれから出発までの約１年をかけて研修が行われます。最終的には

アメリカの財団本部における審査をパスする必要がありますので、これから委員会をあげて応援し

て行きたいと思います。

　面接会に引き続き、今年度の地区補助金奨学生候補者である家田絵麻さん（ウェスレアン大学非

常勤講師：英語教育の研究のためにイギリス・ブライトン大学大学院へ留学予定）の最終プレゼンテー

ションおよび出発前壮行会が行われました。

　プレゼンテーションは岡田委員（HTB佐世保RC）が座長を務め、日本語 20分、英語 20分の

構成にて進められました。内容は留学先であるイギリスと日本との対比（歴史、文化、政治や王室

など）がコンパクトでわかりやすくまとめられており、また留学を志した理由と今後のキャリアプ

ランなども明解に述べられました。

　プレゼンテーションの後の壮行会は原田委員（長崎中央RC）のリードで執り行われました。永

尾資金推進委員長の乾杯のご発声で始まり、山田委員長、西川補助金委員長、大村クラブ渡海会長、

井手カウンセラー・・・と出席者全員から彼女へのはなむけの言葉が贈られました。特に﨑永ガバナー

エレクト、小林次期地区幹事による家田さんへの激励の言葉、私たち委員へのねぎらいの言葉は大

変心に沁みる思いが致しました。

　彼女は留学を終えると長崎へ帰ってくる予定とのことで、今後も 2740地区との末永い縁ができ

ることと期待しております。
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金　杉　　　誠 《第２ゾーンＲＣ》

新年度を迎えて（地域別会員増強計画概要）

　コーディネーターニュースを発行するようになりましてちょうど一年がたちま

した。皆様ご承知のように、日本には第１ゾーン第２ゾーン第３ゾーンの３つの

ゾーンがございます。このコーディネーターニュースは、各地区を超えて日本全

体での情報共有を目指しているものですが、つい先日、北ＲＩ直前理事、杉谷Ｒ

Ｉ理事、辰野地域別会員増強プロジェクトリーダー、及び３ゾーンのコーディ

ネーターが日本事務局に集まりまして、15～16年度ガバナーの皆様から頂いた

アンケート調査結果に基づきまして、地域別(すなわち日本全体の)会員増強計画

の概要を決定いたしました。主な目標を下記に記します。

　１．全クラブのうちの30％が、ロータリークラブセントラルで少なくとも15

の目標を設定し、達成状況を記録する

　２．各地区で新しいロータリークラブを少なくとも1クラブ設立する。

　３．会員の男女比を縮小するため、女性会員の比率を少なくとも２％増やす

　４．会員の年齢層を広げるため、40歳未満の会員の比率を少なくとも２％増やす

　５．新会員推薦者の数を少なくとも１％増やす

　６．会員維持率を少なくとも1％増やす

　７．各クラブで会員の50％がMy ROTARYに登録するよう奨励し、My ROTARY

の登録者数を増やす

　８．全クラブの30％が、ウェブサイト、ソーシャルメディア、広報関連資料を

更新し、もっと生き生きしたものにする

　９．全クラブの30％が、「クラブ評価」を実施し、多年度にわたる会員増強戦略

を立てる

　もちろん各地区ガバナーはそれぞれ地区目標を立てておられると思いますの

で、各地区での目標達成に向けてご努力頂きますようお願いいたします。今年度

の特徴としては従来の会員増強の数値目標のみならず、ロータリークラブセント

ラルやMy ROTARYへの登録の数値目標が設定されていることであります。これは

ラビンドランＲＩ会長の示された会長賞の必須項目に「15のクラブ目標をロータ

リークラブセントラルに入力する」とある事に対応したものです。何れにしろＲ

Ｉは戦略計画の実践をロータリーのホームページの利用を促進することによって

達成しようとしていることの表れでもあります。各地区におかれましてもＩＴセ

ミナー等を開催して会員全体へのご理解を賜るようにお願いいたします。私たち

ロータリーコーディネーター、ロータリー財団コーディネーター、ロータリー公

共イメージコーディネーター、恒久基金大口寄付アドバイザーは、皆様方の地区

の研修にも喜んで参加いたしますので、いつでもお気軽にお声をおかけください。
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渡　辺　敏　彦 《第１ゾーンＲＰＩＣ》

2015-16年度　ＲＰＩＣ目標

　ラビンドランＲＩ会長が、ロータリー公共イメージコーディネーター（ＲＰＩＣ）
に対して、2015-16年度の目標を提示されました。
我々も、それを実現すべくゾーン毎に（日本は第1ゾーン・第２ゾーン・第３ゾー
ン）各地区とコミュニケーションを十分にとって公共イメージの向上に努力した
いと思います。以下にその目標の概要を記します。

＜目　的＞
　ＲＰＩＣは、クラブと地区に対し、情報や広報、マーケティングにおける高度
な支援を提供し、さらに地区やクラブのロータリアンが地域の方々にロータリー
のストーリーを伝えるための研修を支援します。ロータリーのストーリーを最も
効果的に伝えるのは、クラブが実施しているボランティア活動です。ＲＰＩＣの
活動はその広報に重点を置く必要があります。

＜ＲＰＩＣの優先事項＞
・地元メディアによる報道の推進
・ロータリーのビジュアルアイデンティティとボイスの導入促進
・デジタル媒体やソーシャルメディアの活用推進

地元メディアによる報道の推進

以下の項目に関する個別の報道を実現する
・奉仕プロジェクト
・地元クラブによる恩恵を受けた人々や団体の紹介
・地元での行事／募金活動
・ポリオ撲滅又は６つの重点分野
・交流／ネットワークづくりの機会

ビジュアルアイデンティティとボイスの導入促進

・６割のクラブが、ウェブサイトやソーシャルメディア、出版物（パンフ・推進
資料等）において、ロータリーのビジュアルアイデンティティとボイスを導入
するようにする。
・地区レベルで実際に導入しているクラブを紹介し、他クラブを啓蒙する。

デジタル媒体やソーシャルメディアの活用推進

・「ボイス」とビジュアルアイデンティティのガイドを活用し、ソーシャルメディ
ア研修キットを配布し、その活用を奨励する。

※上記のＲＰＩＣ目標を実現するために、我々ＲＰＩＣは各地区には様々な協力
をお願いしてまいりますので、宜しくお願い致します。



　それぞれについてクラブレベル、地区レベルで
取り組むべき具体的活動指標は図１～３の通りで
す。（目標２に対するガイドはRIホームページか
ら入手できる図４に示すものです）
　まずは目標１から取り組んで下さい。ロータ
リーが地域社会で行っている事をしっかりと伝え
る必要があるのです。我々は今までともすればそ
の点には無頓着であり、またそうする事がロータ
リーらしさと考えていたきらいがあったのではな
いでしょうか。

　今後渡辺敏彦Zone１RPIC、髙野孫左ヱ門Zone２RPICと
協働し、できるだけ早くしっかりとしたシステムを作り上
げお示ししたいと考えています。現時点では上記の目標１
に関する実績を地区で集積しておいて下さい。
　皆様のご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願いします。

　さらにこれらの広報実績をジャパンデータとし
て集積すべく図５のシステム構築を計画中です。

※コーディネーターニュースは地区ホームページで掲載しております。



　明治の小説家でありジャーナリストである著者は、無類の旅行好き
だったそうで、紀行文を多数出版しています。本作は100年前の日本各
地の温泉地を美辞麗句抜きで素朴に記したもので、インフラの整わない往
時の風景を想像し、タイムスリップ旅行の気分を味わうことができます。
　第九九章にて唐津を訪れます。「唐津一帯の風光は、九州島では多く
他にその匹（ひつ）をみることの出来ないようなものであった。私は西
の浜の海水浴に一夜泊まって、すぐ引き返すつもりで出かけて行った
が、あまりにあたりの海山の眺めが美しいので、旅情を促されて、更に
深く半島の奥をきわめるために呼子港まで行った」そうで、喜んでいた
だけて何よりでした。先日全国放送のバラエティ番組で太田善久ガバ
ナーのレストランが紹介されていましたが、あ、そっちは行かれてない
のですね。次は是非。
　特におすすめの景色、太閤秀吉が文禄・慶長の役に際し築城した肥前
名護屋城跡を田山先生も訪れておられます。「名護屋の本営のあったあ
たりは、中でも殊に私の心を惹いた。老松七、八幹、その丘からは、碧い海と、島嶼の散点したさまが指さ
されて、晴日には壱岐島を髣髴することができるということであった。私は秀吉の雄図を思って長い間其処
に立尽した。」
　湊の漁村でのひとコマでは「温泉があるのかな此処に・・・」「温泉というほどでもないんですが、此処
によくきく冷泉が出ましてな。それをわかして、稼業しておるんですよ」と、唯一「温泉めぐり」のタイト
ルにふさわしい会話が展開されます。湊で温泉？私の知る限りそのようなものは残っていないし、知人にも
それを知る人はいませんでした。残念。
　結局その温泉には入らずに通り過ぎるのですが、かわりに西の浜の海水浴に行かれたようです。「虹の松
原の海水浴」とあり「西の浜」ともありますが、現在の虹の松原は東の浜のみ。唐津城を中心に東西に白砂
青松を広げた様が舞鶴城の呼び名の由縁であるとも聞きますが、やはり当時は西の浜の方にも立派な松林が
広がっていたのでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（祐）
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訪問日 クラブ名

9月 1日（火）

9月 2日（水）

9月 3日（木）

9月 4日（金）

9月 7日（月）

9月 8日（火）

9月  9日（水）

9月10日（木）

9月11日（金）

9月15日（火）

9月16日（水）

9月17日（木）

9月18日（金）

9月24日（木）

9月28日（月）

9月29日（火）

9月30日（水）

10月 6日（火）

10月 7日（水）

10月13日（火）

10月14日（水）

10月20日（火）

10月21日（水）

10月22日（木）

北松浦

唐津西

伊万里西

牛　津

諫早南

佐世保西

長崎北東

※大村北

多　久

※太　良

唐津中央

長崎みなと

白　石

佐世保中央

長崎出島

長崎琴海

佐世保北

長崎西

諫早西

諫早多良見

※神　埼

島原南

佐賀大和

佐世保東南

ＨＴＢ佐世保

佐賀空港

唐津東

【ガバナー公式訪問】

日・曜日 行　　　　　　　　事

月

11月13日（金）

11月14日（土）

11月15日（日）

地区指導者育成セミナー
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会
青少年のつどい
地区大会 本会議（唐津市民会館）
地区大会記念懇親ゴルフ大会

ロータリー財団月間
【ガバナー事務所】

日・曜日 行　　　　　　　　事
11月 2日（月）～ 3日（火）
11月13日（金）

青少年交換学生唐津くんち見学
米山記念奨学生国際交流会

【地区委員会】

日・曜日 行　　　　　　　　事
11月 7日（土）
11月22日（日）

小城ＲＣ創立50周年記念式典（ニューオータニ佐賀）
鹿島ＲＣ創立50周年記念式典（生涯学習センター エイブル）

【クラブ・グループ】

日・曜日 行　　　　　　　　事

9月 5日（土）

9月23日（水）

職業奉仕セミナー（武雄センチュリーホテル）
青少年奉仕セミナー
米山記念奨学委員会

【地区委員会】

日・曜日 行　　　　　　　　事

月

9月 1日（火）～ 2日（水）
9月 3日（木）

ガバナーエレクト研修セミナー（ＧＥＴＳ）
地区研修リーダーセミナー

基本的教育と識字率向上月間
【ガバナー事務所】

日・曜日 行　　　　　　　　事
10月17日（土） 神埼ＲＣ創立30周年記念事業（ニューオータニ佐賀）

【クラブ・グループ】

日・曜日 行　　　　　　　　事
未　定 第２回　諮問委員会

【ガバナー事務所】

日・曜日 行　　　　　　　　事

月

10月 4日（日）
10月 7日（水）
10月18日（日）

米山の集い
青少年交換学生長崎くんち見学
ロータリー財団セミナー

経済と地域社会の発展月間・米山月間

【地区委員会】

※印は夜の例会





＜虹の松原の老松＞

　先の８月８日が立秋の日だったので暦の上ではすでに秋の季節を迎えてはいるが、まだまだ暑い真夏
のような日が続いている。とはいっても季節は正直で、すでに稲刈りが始まっている地域もあるし、庭
の片隅からすだく虫の音は聞こえてくるし、高原の風は涼気を含みコスモスが風に揺れる。月末近くに
は秋分の日を迎えいよいよ秋本番になる。毎年のことながら季節の変化を肌で感じ、愛でることができ
る。そんな平安な１日が、一番幸せなのかもしれない。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　（省）

画・松尾武彦さん（83）＝唐津ロータリークラブ

TEL 0955-72-5375　　FAX 0955-72-5376
E-mail：ri2740ota@eagle.ocn.ne.jp

〒847-0012　佐賀県唐津市大名小路1-54　唐津商工会館5階503号室

■
13
日（
日
）・
23
日（
祝
）

●
広
瀬
浮
立（
厳
木
町
天
山
神
社
）

■
18
日（
金
）〜
11
月
４
日（
水
）

●
特
別
企
画
展「
は
る
か
な
る
海
上
の
道
」

　
　（
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
）

■
19
日（
土
）

●
九
州
オ
ル
レ
唐
津
コ
ー
ス

　
　「
サ
ン
セ
ッ
ト
＆
彼
岸
花
ウ
ォ
ー
ク
」（
鎮
西
町
）

■
19
日（
土
）

●
呼
子
イ
カ
祭
り（
朝
市
通
り
）

■
23
日（
祝
）

●
鳥
越
浮
立（
厳
木
町
鳥
越
神
社
）

■
30
日（
水
）

●
Ｔ
Ａ
Ｏ
公
演「
百
花
繚
乱  

日
本
ド
ラ
ム
」（
唐
津
市
民
会
館
）

９
月
の
イ
ベ
ン
ト
in
唐
津

問
い
合
わ
せ
は
佐
賀
新
聞
社
唐
津
支
社

☎
０
９
５
５
（
７
２
）
７
１
７
６

　唐津の祭りといえば、商人や職人など「町人
の文化の粋」という枕詞で語られる「唐津
くんち」だが、周辺部には五穀豊穣を感謝
する農耕祭祀の浮立（ふりゅう）が伝わり、
９月から10月にかけて神社に奉納される。
語源は平安時代の娯楽「風流」といわれ、鉦や
太鼓のリズムにあわせて踊るが、厳木町の
広瀬浮立（写真）は珍しい武家浮立。祭りの
一切を男衆だけで取り仕切り、裃（かみしも）
姿でひたすら太鼓、鉦、横笛を奏す。

《月信編集委員》　 ◎編 集 長／宮島  省吾　　◎編集委員／坂本慎一郎　◇　吉木  正彦　◇　岩村  信二　◇　吉田  祐希
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