
                                       第 1479 回 №34 

                                        例会日 2017/4/ 17                        

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 会員卓話 田島 慎 会員        次回例会  従業員招待映画例会  職業奉仕委員会 

  

《第 3回クラブ協議会 地区大会報告》 

宮崎有恒幹事 

 

RI2740地区大会は、4月 14～16日の 3日間長崎で行

われました。 

初日は地区指導者育成セミナーで、ホテルニュー長崎。

講演は活水女子大学音楽学部・藤重佳久教授。 

そのあと RI会長代理歓迎晩餐会が行われました。 

2日目は、地区大会本会議（ブリックホール）及び記

念講演と活水中高学校吹奏楽部によるマーチング演

奏会。 

3日目は、ロータリー財団 100周年記念懇親ゴルフ大

会とエクスカーション・軍艦島クルーズと青少年の集

いが行われました。 

 

第 1日  

地区指導者育成セミナー・RI会長代理歓迎晩餐会  

藤井良介会長 

4月 14日（金曜）地区大会一日目に「地区指導者育

成セミナー」が地区役員をはじめ地区の 57クラブの

会長、幹事が出席してホテルニュー長崎で開催されま

した。 

講師には活水女子大学音楽部教授 藤重佳久氏、テー

マは「音楽教育は、人間教育」です。 

藤重先生は約 35年間、福岡の精華女子高等学校に着

任以来吹奏楽部を日本一に導いた大変有名な先生で

あります。そして 2015年より活水女子大学に赴任さ

れてから直ぐに活水吹奏楽団を全国大会にまで出場

させ活水吹奏学部の名を全国に広められ現在活躍さ

れています。 

 

 

先生は学生との接し方、育て方を先生流の巧みな話術

で熱く話され、又経験を通していかに楽しく楽器で演

奏する事が大切かを、そして演奏する際にそこに気持

ちが無いと音も良く響かない等の話をされました。生

徒さんに接する際には常に親身になって励まし、声を

かけてほめる事等、気を使っているとの事で先生の教

育に対する考え方に一時間の講演でしたがとても感

銘することができました。  

終了後は、RI会長代理歓迎晩餐会が開催され、長崎

クインテット、長崎オペラ協会による上品な音楽を聴

きながら各クラブの会長幹事と懇談し、美味しいビー

ル、ワインと料理を楽しむことができました。宮﨑幹

事は長崎に宿泊し、私は佐世保東 RC会長の村瀬会員

のお父様とともに佐世保へ帰りました。 
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【本  日】会員数  名 出席 名 欠席  名 出席規定免除会員（13）出席  名  ビジター 0名 出席率  ％ 

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

 

 

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 

  

 

 

 



第 2日目 

国際ロータリー第２７４０地区 2016～2017年度 

地区大会に参加して       蒲池芳明君 

 

 

 

12：00 崎永剛ガバナー開会点鐘で始まり、RI会長

代理国歌斉唱、国歌斉唱、ロータリーソング「奉仕の

理想」斉唱、物故会員追悼。遺影が流れる中、松尾辰

二郎元会員、西沢茂元会員のお元気で居られた頃の姿

が目に映り、謹んでご冥福をお祈りした。 

 

初めに崎永剛ガバナーより、ジョン F.ジェーム RI会

長代理として、大韓民国の第 3650地区よりパストガ

バナー高成大（こそんで）様、ご令嬢・高常恩（こさ

んうん）様のご紹介がなされた。 

崎永ガバナーから、今年度は、ロータリー財団 100

周年という記念すべき年であり RIテーマ「人類に奉

仕するロータリー」と、地区テーマ「地区に奉仕する

ロータリー」に基づき、基調講演、懇親会など企画し

た、この大会が皆様に実り多き楽しい時間となります

ことを願っておりますとの歓迎挨拶があった。 

 

高成大 RI会長代理は、まず冒頭に、「長崎訪問は初め

て日本が鎖国政策を固守していた時代から３００年

余り外国との交流を続けてこられたこの長崎にて、皆

様とお会いできて光栄に存じます。」と述べました。 

さらに続いて、地区大会を開催する意義は、我々が時

間と場所を共有することにより「分かち合いを実現す

ること」にあります。それは我々ロータリーが「剰余

のものを分け与えるのではなく、自分の持てるものを

他社に施す」という配慮の精神によって成り立ってい

るからです。また皆様の 1年間積み上げてきた活動業

績を披露する場であり、また皆様が任期年度を全うす

るにあたっての総決算であるとも言えます。人類への 

 

奉仕という理想を実現するべく、我々ロータリアンが

自ら変化を巻き起こす主人公とならなければなりま

せん。ロータリーが究極的に目指すところは、奉仕の

提供による「人間関係の改善、より良い社会の建設、

平和な世界の実現」にあります。我々がその実現に向

けて皆で力を合わせ、一つになって努力を傾ければ、

できないことはないと思います。 

第 2740地区の長崎・佐賀のロータリアンが一人でも

多く変化を起こされることを願います、と述べられた。 

 

来賓挨拶では、中村法道長崎県知事より、「地区に奉

仕するロータリーという運営方針のもと、それぞれの

地域において幅広い奉仕活動を展開され、地域社会の

発展や福祉の向上、国際親善の進展などに多大なご貢

献を賜っておりますことに、深く敬意を表しますとと

もに、心から感謝を申し上げます。そして、佐賀・長

崎両県の発展のため、なお一層のお力添えを賜ります

ようお願い申し上げます。」との挨拶があり、 

 

また、田上富久長崎市長氏は、「<自分たちのまちは自

分たちでよくする>当事者の意識力、また「自分のま

ちをみんなでつくる」という気持ちを共有し、まちづ

くりに取り組む当事者をふやしていくことが何より

大切になってまいります。今後とも、皆様方にはそれ

ぞれの地域の発展のためにより一層のお力添えを賜

りますとともに、会員相互の連携を深めながら、地域

を創造していく大きな原動力として活躍されること

をご期待申し上げます。」と述べた。 

 

本会議第２部 

2016-2017年度地区大会決議 

国際ロータリー会長代理派遣に感謝する件 

国際ロータリー会長代理、高成大氏に感謝する件 

国際ロータリー第 2740地区直前ガバナー宮崎清彰氏

に感謝の件 

地区大会記念事業に関する件 

次年度地区大会に関する件 

 

表彰 

RI会長表彰 

ガバナー表彰 

米山記念奨学会表彰 

個人表彰（在籍期間） 

 

次年度・時事年度２７４０地区ガバナー 

国際ロータリー第 2740地区ガバナーエレクト  

佐賀南ロータリークラブ 駒井 英基 氏 

国際ロータリー第 2740地区ガバナーノミニー  

佐世保ロータリークラブ 福田 金治 氏 



《インターアクト加盟認定式 》 

佐世保北ロータリー＆佐世保工業高等専門学校 

 

記念講演・演奏会        小川 寛会員 

「吹奏楽のカリスマ」「音楽の伝道師」として有名な

活水女子大教授・藤重佳久氏の記念講演と活水中・高

生の吹奏楽演奏がありました。いずれも素晴らしい講

演であり、マーチングでした。 

 

３日目 

懇親ゴルフ大会         緒方信行会員 

地区大会のロータリー財団 100周年記念懇親ゴルフ

大会に、藤井会長、二ノ宮会員、三谷会員とともに参

加しました。私が 5位に入賞し、ニアピン賞もいただ

きました。 

  

青少年の集い          宮崎有恒幹事 

4月 16日、地区内のロータリアン、ローターアクト

他青少年の参加者 105名で開催され、佐世保高専イン

ターアクトクラブからは18名と森下先生の計19名の

参加でした。午前中世界文化遺産・明治日本の産業革

命遺産の「軍艦島クルーズ」のあと「四海楼」で昼食

後、テーマ「世界遺産登録のメリット・デメリット」

の講演がありました。学生は、初めて見る廃墟の「軍

艦島」の姿に驚き、講演ではこれからの世界遺産のあ

り方を学ぶことができ、充実した時間を過ごすことが

できました。 

 

《会長挨拶》          

                         藤井良介 会長 

先週の土曜日は 2016～2017年度の地区大会・本会議

が長崎市で開催され、クラブからは 35名の方々に登

録していただき、出席者は 20名でした。多くの会員

の皆さまに参加していただきありがとうございまし

た。 

会長主催の昼食会は、今回はホテルニュー長崎で開き

元会員の小川圭司社長に対応していただき楽しいひ

とときを過ごすことができました。 

本日は第 3回地区大会のクラブ協議会「地区大会報告」

になっております。わたしも初日の模様を報告させて

いただきますが発表される皆さま、よろしくお願いい

たします。 

 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事  

 

第 1479回  

1.例会変更 

   ありません  

2.来信  

・公財）米山記念奨学会 

ハイライトよねやま  

205号（セルフＢＯＸへいれております。） 

 

・国際ロータリー日本事務局    

２０１６年版 手続要覧 誤表記のお詫びと訂正 

7ページ   誤）「行為と友情を深めるか」  

正）「好意と友情を深めるか」 

 ８ページ 誤）（ロータリー財団章典 7.090.1） 

正）削除（ロータリー財団章典に引用なし） 

 *裏表紙   誤） 2）みんなに公正か」    

正）  2）みんなに公平か 

   

・地区大会事務局 

① 事務局休業 ４月 19日（水）お急ぎの方は地区

大会幹事（ガバナー事務所）までご連絡下さい。 

 

・アルカスＳＡＳＥＢＯ 

①  アルカスＳＡＳＥＢＯジュニアオーケストラ 

第５回定期演奏会 ご招待 

日時：4月 29日（土）開場 13：30  開演 14：00 

会場：アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール   

 

※チケット２枚ございますので 

ご希望の方は幹事まで 

 

 



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 小西 宗十） 

3.伝達事項  

① 4/20（木）18：45よりグランドﾌｧｰｽﾄｲﾝ佐世保に

て第 10回理事会を開催いたします。 

② 4/21（金）18：30よりシャンラーにて峯会員の

社長就任祝いを開催いたします。 

③ 4/24（月）次回例会は会員卓話 田島慎会員です。 

 

《委員会報告》 

松田信哉 職業奉仕委員長 

5月 8日従業員招待映画例会の出欠締め切りが迫って

いますので、よろしくお願いします。 

 

松田信哉 次年度クラブ管理運営委員会副委員長 

次年度親睦、SAA、出席プログラム合同委員会を 18：

30から開催します。 

 

田島 慎 次年度会員増強委員長  

例会終了後次年度会員増強委員会を開催します。 

 

渡会祐二 次年度幹事 

4/27次年度理事会の資料は事前に渡会までお送りく

ださい。 

 

渡会祐二 親睦活動委員長 

5/15例会終了後親睦委員会を開催します。委員の皆

さまご参加ください。 

 

 

《 ニコニコＢＯＸ 》  

松田亜由美 親睦委員 

 

藤井良介会長 永田武義副会長 宮崎有恒幹事 

昨日まで長崎で開催された地区大会参加のみなさま、

お疲れさまでした。本日の第三回クラブ協議会はその

地区大会の報告です。発表されるみなさま、よろしく

お願いします。 

事務局の窪田さんが 2週間ほど入院されますので、 

クラブ運営に支障をきたしますが、みなさまのご理解

のほどよろしくお願いします。 

 

 豊島揆一君 

2740地区大会出席のみなさまお疲れさまでした。 

藤井会長には大変お世話になりました。 

4月14日無事迎えることになり、78歳になりました。

この日は大搭自動車学校に行き、認知機能検査結果も

よいということで、本日免許証の再交付をしに行って

きました。 

 

 

小西宗十君 

地区大会出席のみなさま、お疲れさまでした。 

宮崎幹事、本日の地区大会報告ご苦労さまです。 

 

 緒方信行君 

昨日は地区大会のゴルフ大会に参加してきました。 

藤井会長の優勝の大好評賞と思い、パーティに出席し

たら、私が 5位でした。ニアピン賞もいただきニコニ

コです。藤井会長、二ノ宮さん、三谷君、お疲れさま

でした。 

森 豊君 

久しぶりのオレンジ通信 154号です。読んでください。

しばらくシリーズで書きますので、毎月発信頑張りま

す。 

小川 寛君 

地区大会大変お疲れさまでした。地区大会の場でイン

ターアクト加盟認定式をお披露目でき、とてもよかっ

たと思います。記念講演、活水中高生のマーチングバ

ンドに感動しました。夜の懇親会は、元北クラブ会員

の小川圭司社長の取り計らいで、宮崎幹事やホテルの

利き酒ソムリエとともに、ホテルニュー長崎の和食の

個室で楽しく交流できました。感謝。 

 

 東田賢二会員 

一昨日の佐世保高専インターアクトクラブ加盟認定

式では大変お世話になり、ありがとうございました。

みなさまのご期待に沿えるよう学生諸君とともに頑

張る所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

峯 徳秀君  中野雄一郎君 二ノ宮 健君 

松田信哉君  公門新治君  松尾重巳君 

松永祐司君  八木順平君  田島 慎君 

平石晃一君  湯口純二君  古賀新二君 

福田俊郎君  近藤竜一君  渡会祐二君 

宮原明夫君  小川一貴君  松田亜由美君 

地区大会ご出席のみなさま、お疲れさまでした。 

宮崎幹事、本日の地区大会報告お疲れさまです。藤井

会長、おいしい昼ご飯をありがとうございました。 

 

 
 

 


