
                                       第 1472 回 №27 

                                        例会日 2017/2/ 20   

Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 ゲスト卓話 朝長 則男佐世保市長（名誉会員）   次回例会 ゲスト卓話 佐世保警察署 署長 森田 英孝 氏

  

《ゲスト卓話》 

   「Ｆeeling・・・Ｌove」 

     ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 

                       内海 和憲 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保北ロータリーの皆さん、勉強する場を与えて頂

き感謝申し上げます。 

アンラッキーに遭うたびに多くの学び得ることに、

近喜びを味わうことができるようになってきました。 

大阪出張時、飛行機に乗り込み、携帯の電源を切ろう

と思って探していたら、車の中に忘れているのに気づ

きました！ キャビンアテンドの方に、“すみません、

携帯を取りに行っていいですか？”答えはもちろん 

“ＮＯ！”一旦はあきらめたのですが、再度アタッ

ク！答えは、“一旦降りられたらこの飛行機には乗れ

ませんがいいですか”と冷たい返事。  

仕方なく車に戻り携帯をとり、ＪＡＬ便の手続きに行     

ランラッキー＝ＬＯＶＥを感じながら、少しずつ成長

している自分と出会えることに喜びを感じる日々で

す。 

 

こうと思った瞬間に、“だめでもともと！ANA便にチ

ャレンジ！”走りました・・・。 

結果は、無事ＡＮＡ便に乗ることができました（笑） 

どうして乗れたのかを考えました。 

あきらめなかったこと、そして礼をつくしたからかな

～！このことを私に指導してくれたのが“徳田虎雄氏

と鍵山秀三郎氏”。まだまだ未熟な私に（30代～40

代）この師匠の愛の指導のおかげで、いつしか“あき

らめない精神と、礼を尽くす精神”がいつしか身につ

いていたのだと改めて気づかされました。 

父の突然の死を受け、社長に就任、どんなかじ取りを

とったらいいか分からなかった時、“西先生に相談～

即全員経営・全員コンピューターに取り組んだらいい

よ～言われるまま、即ＭＧで経営勉強、そして全員で

コンピューターに取り組みました！  

西先生から多くの経営者を紹介され、その都度先輩経

営者から経営の在り方を実践で学び続けることがで

きました。もちろん今も継続中です！ 

母校の同窓会会長になってトライアスロン挑戦を始

めました。泳げないのに・・・ 

しかしビートの緒方社長のバックアップのおかげで、

5年の準備をかけ、大会で完走することができました。

体を痛め、そして肋骨を折るけがをしながらも今もチ

ャレンジしています。 

アンラッキーがおきるたびに・・・ここからの学びは 

なんだろう～？ そう考えると、次の行動のエネルギ

ーが沸いてきます 
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佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 43 名 出席 26 名 欠    席  4 名  出席規定免除会員（13）出席 6 名  ビジター 3 名 出 席 率  87.50％

【前々回】会員数 43 名  出席  23 名 メークアップ 4 名  出席規定免除会員（13） 出席 7 名         修正出席率  91.89％



《会長挨拶》                    

藤井良介 会長  

   ・ガバナー事務所  

                     

本日の卓話は、第 6グループガバナー補佐をされたハ

ウステンボス佐世保 RC の内海和憲さんです。 

株式会社ヒューマングループの代表者として佐世保

の企業を代表される存在でありますので、日頃のご活

躍をお聞きできるものと楽しみに卓話を拝聴したい

と思います。どうか、よろしくお願いいたします。 

さて 2月はロータリーの特別月間「平和と紛争予防/

紛争解決月間」です。世界各地で起こっているさまざ

まな紛争にロータリーがどう係われるかはいささか

問題が大きすぎる気がしますが、この機会にロータリ

アン一人一人が平和について考えるいい機会ではな

いかとおもいます。 

そして 2月 23 日はロータリーの創立記念日です。今

から 112 年前の 1905 年に米国シカゴにおいて青年弁

護士ポール・ハリスが 3人の仲間と 初の会合を開い

た日であります。日本では 1920 年、米山梅吉さんら

が国際ロータリーから 855 番目に認証を受けて東京

ロータリークラブを創立されています。ロータリーの

歴史と平和を、あらためて再認識したいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、シルベスター・シール、ポール・ハリス、 

ハイラム・ショーレ、ガスターバス・ローア 

  

 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事 

1.来信 

 

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま 203 号 

 

・国際ロータリー日本事務局    

2017-18 年度クラブ役員登録のお願い 

（2月末までを目処にＲＩへ報告） 

 第 1回日本 RYLA ｾﾐﾅｰﾛｰﾀﾘｱﾝ参加のお願い 

 日  時： 3 月 24 日～26 日   

会  場： 全トヨタ労連研修センター つどいの丘 

 宿泊場所： 全トヨタ労連研修センターつどいの丘 

 

・ガバナーエレクト事務所  

①2017～2018 年度 「会長エレクト研修セミナー」

及び「次期クラブ幹事セミナー」開催について 

日  時：3月 26 日（日） 

登録受付 12：30  点鐘 13：30   懇親会 17：00 

場  所：マリトピア 

（佐賀市新栄東 3丁目 7-8ＴＥＬ0952-23-0111） 

②2017～2018 年度「クラブ役員キット」 

 

・地区大会事務局 

地区大会会場・駐車場のご案内（交通手段のお伺い） 

※本会議終了後、ブリックホールから懇親会会場ま

での移動には、路面電車（120 円）または、 

シャトルタクシー（無料）をご利用下さい。 

 

・西海国立公園九十九島ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ大会 

実行委員会 

 「西海国立公園九十九島ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐﾝｸﾞ大会」

開催終了のお知らせ 

 

・海老原靖芳様 

 第 14 回『佐世保かっちぇて落語会』 

2 日間連続公演のご案内 

 5 月 20 日（土）  

入船亭扇遊 林家正蔵 

 5 月 21 日（日） 

桃月庵白酒 林家三三 春風亭一之輔 

 会場：佐世保コミュニティーセンター5階   

開場：午後 3時 30 分 開演：午後 4時 

 料金：大人指定席 2,500 円 自由席 2,000 円  

 小中高生全席 1,000 円  

2 日間通しチケット料金  

指定席 4,500 円  小中高生全席 1,500 円 

  

3.伝達事項  

 ①2/23（木）18：30 よりﾌｧｰｽﾄｲﾝ佐世保にて第 3回

次年度理事会を開催いたします。 

②2/25（土）13：30 より佐世保高専にてインター

アクトクラブ結成式を行います。 

③2/25（土）18：00 よりサンパーク吉井にて 

      北松浦ＲＣ、平戸ＲＣ、松浦ＲＣ 

３クラブ合同例会が開催されます。 

④2/27（月）次回例会はゲスト卓話  

朝長則男佐世保市長（名誉会員）です。 



《来訪ロータリアン》 藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事 

 本日の卓話は、論客のロータリアンに聞くシリーズの

終回です。 終回にふさわしく、ガバナー補佐を務

められた「ハウステンボス佐世保ロータリークラブ」

の内海和憲様です。ご多忙の中、卓話ありがとうござ

います。「フィーリング・ラブ」という洒落たタイト

ルです。楽しみに拝聴したいと思います。 

・佐世保ＲＣ 

 徳川 晃尚 君            山口 剛史 君 

 

 

  

中野雄一郎君  

 理事、役員の皆様、理事役員会を無断欠席しましてす

みませんでした。幹事、会費を立替えて頂きありがと

うございました。 

 

 

 内海様、本日はよろしくお願いします。 

 すみません、所用の為早退致します。 

  

松田亜由美君  

《委員会報告》 先週のＫＫＣでは、久しぶりでしたが何故か優勝致し

ました。今回は宮原会員とデュエットはありませんで

したので又次回宜しくお願い致します。 

 

松尾重巳 奉仕プロジェクト青少年委員長 

 本日の内海様の卓話、楽しみにしております。 

「第 28 回県北地区春季室内水泳記録会」のご案内  

平成 29 年 3 月 5 日（日）9 時 30 分より佐世保市  

 温水プールにて開催されます。会員の皆様のご参加を

宜しくお願いします。  

当日は９時１５分までにお集まり下さい。  

  

 渡会祐二 親睦活動委員長 

  

 本日、例会終了後ＳＡＡと親睦活動委員会の合同委員

会を７Ｆアルバトロスで行いますのでよろしくお願

いします。 
 

 

  

  

 《ニコニコボックス 》 

 西沢 寛 親睦活動委員 

  

豊島揆一君   福田俊郎君 平石晃一君 ハウステンボス佐世保ＲＣ 内海和憲君 

宮原明夫君  中山  誠君  湯口純二君 今日は勉強の場を与えていただき感謝申し上げます。 

 小川一貴君  峯  徳秀君 森  豊  君 特に緒方さんに（笑） 

小川  寛君   松尾重巳君  渡会祐二君  

三谷秀和君   田実貞昭君  公門新治君   佐世保ＲＣ 徳川晃尚君 

船津  学君   八木順平君 西沢  寛君     佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。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。 

本日はハウステンボス佐世保ロータリークラブの 

内海和憲様より卓話をいただきます。お題名はフィー

リング・ラブと承っております。謹んで拝聴させてい

ただきます。               

 

佐世保ＲＣ 山口剛史君 

久しぶりにお伺い致します。本日はお世話になります。 

 
本日の合計 33,000 円     累計 1,128,500 円 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健     委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 鳥越敏博） 


