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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 64 名・免除者欠席 7 名・欠席 8 名・ビジター 5 名 ・出席率

81.01 ％

《6月27日》会員数 81 名（出席免除会員 24 名）
・出席 64 名・免除者欠席 7 名・欠席 10 名・メークアップ 10 名・修正出席率 100.00 ％
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『ロータリーと私』
会員 髙田 俊夫さん
（髙田外科医院 理事長）
私の経歴をお話しします。
佐世保市役所の裏で外科医院
を約30年間やっています。今まで経験した手術
は肺がん、食道がん、胃がん、大腸がん、胆
石、気胸、結核、甲状腺がん、乳がん、下肢静
脈瘤（りゅう）、虫垂炎、大腸憩室（けいしつ）
炎、痔核、ヘルニア等です。1988年の開業後も
乳がん100例をはじめヘルニア、痔核、虫垂炎
等の手術を行ってきました。15年前から手術は
やめて、外科的処置や前立腺がん、肺がん、大
腸がん、乳がん等の検診を中心に、内科、整形
の治療を行っています。この30年間、私の診療
所には夕方6時から朝の9時までの時間外に約
5,000人がみえましたが、断った人は2、3人し
かいません。これが私の唯一の思い出でしょうか。
さて、私がロータリーに入会したのは1994年
9月21日、外科の先輩で当クラブの会員であっ
た故 田中 尚（ひさし）先生のお誘いでした。
田中先生には肺外科でずいぶんお世話になって
いましたので、ロータリーと同じですぐに
「YES」でした。ロータリーに入会後は毎週出
席しました。診療所内に貼り紙をして、次の週
にすぐに「水曜日は昼まで」と書きました。
《娘の事》
1997年2月、当時当クラブの武井洋一先生が
会長の時のことです。初めてヨーロッパからの
交換留学の話が入ってきました。娘は「留学す
るよ」と即断。私はびっくりしましたが、本人
の決断に納得しました。当時高校入試を受けて
発表を待っている15歳でした。

その後高校を卒業し、外国語大学のスペイン
語学科に入学。卒業後、日本語教師の免許を取
りUSA・WESTVERGINIAの大学院を卒業し
ております。その後、日本語の教師としてオー
ストラリアに渡り、家族を作り幸せに暮らして
おりますが、娘は日本人としてのアイデンティ
ティーを持ちながら、尚かつ彼女なりの世界観
を持って生きているようです。可愛い子には旅
をさせよと昔の人は言いました。どうか若いロ
ータリアンの皆さん、ロータリーを通じて子ど
もさんの世界観を広げてあげてください。
ご存じのように、佐世保ロータリークラブは
60年以上前に結成された、長崎県では2番目に
古いクラブであり、歴史と伝統を持ったクラブ
なのです。従って佐世保クラブを構成してきた
人々、さらに現在の会員の皆さんは間違いな
く、所謂、佐世保のTop Eliteなのであり、言っ
てみれば佐世保を動かしている最前線の佐世保
の頭脳と言っても過言ではない集まりなので
す。私たちはそういったクラブに在籍する事へ
の重要性と優越性と大いなる責任感を痛感すべ
きだと考えるのです。
私が出席を続けるのには二つの理由があるの
だと思います。一つは、ロータリーを仕事と思
っているからです。小さいとはいえ、私のとこ
ろも従業員がいます。私がコケれば、職員も路
頭に迷います。経営者としてコケるわけにはい
かないのです。二つ目は、Top Eliteと呼ばれる
方々が「何を、どのように考え、どのように行
動するのか、そして何を獲得していったのか、
獲得したものをどのように維持していったの
か」そんな事を、おいしい食事の後にまるで兄
弟家族のような雰囲気の例会の中で聞けたらい
いなあという思いで、出席を続けているのです。
話は変わりますが、私たちがロータリアンと
して次の世代に向かって何をすべきか、何がで
きるかを考えるべき時ではないでしょうか。折
しも今年度、福田金治氏がガバナーとして活躍
される事になりました。これを絶好のチャンス

（1）

だととらえ、さらなるロータリークラブの活動
の発展につなげる事ができれば幸いではないで
しょうか。人にはそれぞれの人生の楽しみ方が
あると思いますが、中でも一番の楽しみは人と
人との出会いではないでしょうか。良き出会い
こそが人生の味わいを深めてくれるものと信じ
てやみません。これからは若いロータリアンの
皆さんの斬新な知恵と発想力を駆使して新しい
ロータリークラブを創造していただきたいと考
えています。そしてまた国際交流のために交換
留学生を尚一層、活発なものにしていただくこ
とを希望します。

例会記録
○ロータリーソング「四つのテスト」
○ビジター
大村RC
会長 伊達 秀喜さん
幹事 芦塚 義幸さん
佐世保南RC
山口 嘉浩さん
佐世保中央RC
会長 崎元 英伸さん
幹事 芥川圭一郎さん

会

長

挨

拶

会長 古賀
巖
先週7月6日㈮の西日本豪雨災
害は、死者行方不明者200人を超
す大規模・広範囲にわたる平成
最大の大被害になりました。被害
に遭い、お亡くなりになった方の
ご冥福を心からお祈りします。
佐世保は大きな被害は出なかったものの、大
雨特別警報も発令され、各地で道路が冠水し通
行止めになったり、相浦川も決壊寸前だったよ
うです。只単に運が良かっただけかもしれませ
ん。もう少しの時間、豪雨が続いていたら相当
な被害が出たのかもしれません。
現在も九州自動車道は、小倉東～門司間で2
カ所の崩落が起きて通行止めが続いていて、物
流に大きな影響が出ています。私も、土曜日に
岩国まで移動しようとしましたが、佐賀大和で
断念し戻りました。明けて月曜日に再度岩国を
目指しましたが、片道7時間かかりました。
そんな中、当日13時30分から、大久保幹事、
田中信孝委員長と佐世保学園の「社会を明るく
する運動」月間における意見発表会に参加しま
した。内容は、田中信孝さんが報告されます
が、田中さんの車はタイヤの半分まで水没する
ほど、最も雨がひどい時間帯に、約200名の参
列の中表彰状を渡して参りました。
また、この日18時30分からは、福田ガバナー
激励会が開催され、特別避難警報が発令される
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豪雨で開催も危ぶまれる状況でした。始まる頃
には小康状態になったものの、道路の通行止め
や、冠水、ホテルフラッグスの浸水、送迎バス
の遅れ、早岐方面はバスが配車できず、遠路タ
クシーで駆けつけていただいた方もおられ、出
席が心配されましたが、200名を超す登録と、
我がクラブから37名の出席を頂き、心から感謝
いたしました。また、西RCと東南RCの方々に
は自発的に全員登録をして頂きましたし、さら
に、第5グループの平戸・松浦・北松の3RCの
皆様も、西九州道の通行止めでギリギリの時間
になられましたが、遠路多数のご出席をいただ
き、山﨑ガバナー補佐をはじめ、口頭ではあり
ますがお礼を申しあげました。
また、佐世保南RCの皆様には、新年度第1回
目の例会日にもかかわらず、しっかりとご準備
して頂き、更に、想定外の豪雨に見舞われ相当
大変だったと思います。開始前には中島会長と
何度も連絡を取り合い、なんとか開催できまし
た。南RCの皆様には、何度もお礼を申しあげ
ました。
さて、本日は新年度第1回目の卓話ですの
で、会員の髙田俊夫さんに卓話をいただくこと
にしました。皆様ご承知のように、ホームクラ
ブ100％出席を長年続けておられ、連続1,000回
出席が長くせず実現するそうです。我がクラブ
として誇らしい限りであります。1,000回と言
わず、まだまだ、いつまでもいつまでも続けて
欲しいと思います。
皆様も髙田会員を模範として、例会への出席
や、ロータリー活動を続けていただければと思
います。

ごあいさつ
大村RC
会長 伊達 秀喜さん
私は、大村ロータリークラブ
第59代会長の伊達秀喜と申しま
す。本日、芦塚義幸幹事と共にス
ポンサークラブである佐世保ロ
ータリークラブ様へご挨拶にあ
がらせて頂きました。
2018-19年度は、佐世保ロータリークラブ
から福田金治ガバナーを輩出され、多くのクラ
ブ会員の皆様が地区に出向しておられるかと存
じます。あらためまして、この一年の地区全体
へのご貢献に対して厚くお礼を申しあげる次第
でございます。
運営方針としてRIテーマ「インスピレーショ
ンになろう」に加え、「人と人をつなぐロータリ
アンになろう」を提唱しています。
この1年、宜しくお願い申しあげます。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局 財団室
映画「ブレス しあわせの呼吸」の一般・クラ
ブ向け資料および団体鑑賞会について
①一般・クラブ用資料
②団体鑑賞会のご案内
２．国際ロータリー 第2740地区
ガバナー
福田 金治さん
ロータリーの友 代表委員 遠田 公夫さん
①ガバナー事務所開設のご案内
②「ロータリーの友」編集部の設問について

い致します(目標20名)。当日は晴れの予報とな
っております。

慶

祝

親睦活動委員会 委員長 吉田 英樹
○今月の誕生祝い
松本 英介さん
（1日）
、 田中丸善弥さん
（4日）
中村 徳裕さん
（6日）
、 福田 金吾さん
（15日）
德川 晃尚さん
（16日）
、廣瀬 章博さん
（17日）
椎山
昇さん
（20日）
、赤木 征二さん
（25日）
木村 公康さん
（27日）
、池田 真秀さん
（28日）

３．2017-2018年度 ガバナー事務所
第2740地区 ホームページ更新のお知らせ

委員会報告
■インターアクト・青少年活動委員会
委員長 田中 信孝
①佐世保学園意見発表会出席報告
出席者／古賀 巖会長、
大久保利博幹事、田中 信孝
生徒8名の心からの反省と社会
復帰に向けた決意の発表があり
ました。
講話は「特定非営利法人 田川ふれ愛義塾理事
長による激励のことば」。民間協力者表彰、愛
の手帳贈呈、激励のことば、佐世保RC表彰、
古賀会長挨拶、生徒コーラス、お礼のことば。
施設見学は参加せずに帰ってきました。
彼らの社会復帰のための決意が示された意見
発表であったと感じました。
講話の中で社会復帰の難しさ、ロータリーの
支援活動の継続の重要性をあらためて感じました。
②インターアクト定例会
今週の14日㈯に急遽、「西日本豪雨支援街頭
募金」を計画しています。
■社会奉仕委員会
委員長 坂元
崇
海をきれいに「ビーチクリーン
アップ」への参加依頼
日時／7月16日（月･祝 ）海の日
8:30集合
雨天決行・荒天中止
集合場所／九十九島パールシー
リゾート
清掃活動・場所／9:00〜1時間 鹿子前地区
現在18名が参加予定。メークアップにもなり
ますので、多くの皆様のご参加をよろしくお願

ニコニコボックス
親睦活動委員会 福田 金吾
古賀
巖会長、大久保利博幹事
廣瀬 章博副幹事、西田 勝彦さん
芹野 隆英さん、松本 英介さん
長島
正さん、井上 斉爾さん
福田 金治さん、岡
英樹さん
大神 吉史さん、松尾 文隆さん
富永 雅弘さん、有薗 良太さん
遠田 公夫さん、黒木 政純さん
中川 知之さん、石井 正剛さん
橘髙 克和さん、石田 謙二さん
梅村 良輔さん、木下 貴夫さん
黒江 章雄さん、大神 邦明さん
米倉洋一郎さん、池田
豊さん
玉野 哲雄さん
髙田俊夫さんの卓話に期待してニコニコします。
大村RC

会長 伊達 秀喜さん
  幹事 芦塚 義幸さん
大村ロータリークラブからごあいさつにあが
りました。ご指導宜しくお願い致します。
佐世保南RC 山口 嘉浩さん
福田ガバナー、増本地区幹事、古賀会長、松尾
副会長、大久保幹事、1年間健康に留意されて
頑張ってください。
佐世保中央RC

会長 崎元 英伸さん
  幹事 芥川圭一郎さん
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まずは、富永直前会長、坂元直前幹事、一年
間大変お疲れ様でした。そして、古賀会長、
大久保幹事のご活躍を祈念申しあげます。また
先週は、円田 昭さん、古賀会長、ご訪問いただ
き、ありがとうございました。ニコニコいたします。

D.2740 第5・6グループ合同

福田金治ガバナー激励会
日時／2018年7月6日㈮ 18:30
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス

古賀
巖会長、大久保利博幹事
廣瀬 章博副幹事、増本 一也さん
本日ご来訪頂きました皆様、誠にありがとう
ございます。
池田
豊さん
この度は、福田金治さんのガバナー就任おめ
でとうございます。先週は出張の為に欠席致し
申し訳ありません。この一年間大変でしょうけ
ど、健康に留意しながら頑張ってください。

招待者紹介
佐世保RC
古賀 巖 会長

激励の言葉
安部直樹
パストガバナー

お礼の挨拶
福田金治
ガバナー

遠田 公夫さん
古賀新会長の挨拶、本日、初めて拝聴致します。
RI第2740地区 幹事 増本 一也さん
いよいよ、昨日より福田ガバナーの公式訪問
例会が始まりました。最初の訪問先は、神埼
RCと佐賀空港RCでした。第１回目の合同例会
は、無事予定通り終了致しました。神埼RCの
西村明美会長、大川幹事、佐賀空港R Cの池田
光晴会長、塚本幹事、そして第2グループガバナ
ー補佐の田中洋介さん7名での懇談会も終始な
ごやかでした。これから毎日公式訪問が続きま
すが、皆様のご協力をよろしくお願いします。
増本 一也さん、大久保利博さん
今年も8月3日㈮に、毎年恒例の「松浦公園夏
祭り」が開催されます。皆さんには、毎年「協
賛金」のご協力を頂いておりますのでよろしく
お願いします。
当日は、ローターアクト、インターアクトも
手伝いに参加します。彼等の活動費にもなりま
すので、重ねてよろしくお願いします。
松本 英介さん、中村 徳裕さん
福田 金吾さん、廣瀬 章博さん
椎山
昇さん、赤木 征二さん
木村 公康さん、池田 真秀さん
誕生日のお祝いありがとうございます。

本日合計
累

クラブ会報委員会
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計

（担当：佐世保南RC）

＊7〜8月 例会卓話者予定＊
７月25日

第5グループガバナー補佐訪問・
クラブ協議会
		
山﨑
弘様
８月１日

佐世保青年会議所
理事長 内海梨恵子 様

８月８日

福田金治ガバナー
佐世保西RCと合同公式訪問例会

８月15日

指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月 7 日㈫ （夏休みの為）休会
8月21日㈫ （夏休みの為）休会
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／7月31日㈫ （テストの為）休会

◇

ニコニコボックス

乾杯
市瀬久米嘉
パストガバナー

51,000 円

＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊R ACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：黒江
（カメラ担当：長浜

106,000 円
委 員 長
副委員長

大神
黒江

吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

章雄）
陽介）

