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先週の金曜日から昨日の日曜日にかけて、アルカス
ＳＡＳＥＢＯを本会場として、地区大会が開催されま
した。
今年は、第 2740 地区のガバナーに、佐世保ＲＣの
福田金治会員が選出されたこともあって、同じく佐世
保ＲＣである安部直樹パストガバナーであった 2003
－2004 以来の佐世保での開催ということもあって、
佐世保ＲＣが中心となって盛り上げていました。
地区大会 3 日間の初日である金曜日には、石盛岳ゴ
ルフコースで記念のゴルフ大会がありました。
しかし
ながら、私も森会長も参加しなかったので、盛り上が
ったかどうかはわかりません。ただ、時間帯的には雨
が降っていましたので、
とても寒かったのではないか、
と思いました。
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《第 2 回クラブ協議会》
国際ロータリー第 2740 地区
2018－2019 年度地区大会に参加して
松田信哉 幹事

本日の例会

ガバナー/福田金治

峯

德秀 指名委員長

席

率

72.50％

その夜には、18 時 30 分から、ホテルオークラＪ
Ｒハウステンボスで、ＲＩ会長代理を歓迎する晩餐
会が開催されました。
ＲＩ会長代理は、日本人の細谷伸夫さんという、山
形西ロータリークラブの会員の方です。
細谷ＲＩ会長代理のプロフィールは、プログラム表
の 5 ページから 6 ページに載っていますので、
そちら
で確認して下さい。
今回の晩餐会には、私と森会長で参加いたしました。
ただ、聴くところによれば、晩餐会は例年、会長とご
夫人が参加されているということもあって、別のＲＣ
の会長はご夫人と同伴されていました。私は、少々お
くれて会場入りしましたが、まだ,乾杯まで至ってい
なかったので、ほっとしました。
朝長佐世保市長の乾杯で晩餐会が始まりました。豪
華な料理と高級ワイン、
長崎検番やコーラスのなどの
アトラクションで、大いに盛り上がりました。私も、
痛風の痛みをしばし忘れるほど、ワインに浸ってしま
いました。
続いて、地区大会二日目、いよいよ本会議当日を迎
えました。天候が心配されましたが、昨日とはうって
代わって良い天気になりました。私達のクラブは、会
員全員が登録いたしましたが、本会議の参加者は２３
名でした。内 17 名が本会議前の昼食会に参加してい
ただきました。昼食会は 11 時から、場所は花のれん
で行いました。この昼食会は、実は私が半年前から予
約していました。本大会当日の昼食に、佐世保バーガ
ーと海軍カレーが無料で振る舞われることは知って
いましたが、1 年に 1 回の地区大会であり、参加して
いただく会員に少しでも、もてなしたいとの会長の強
い意向により実施しました。
昼食会では、
美味しい料理とお酒と談話で盛り上が
次回例会

ゲスト卓話

積水ハウス㈱

課長

白川敬太 氏

りました。あまりにも盛り上がりすぎて時間延長して
も飲み続けている会員がいました。
アルカスのイベントホールで、佐世保ＲＣのメンバ
ーが、佐世保バーガーと海軍カレーを振る舞っていま
した。他の地区からきた会員が、美味しそうに食べて
いました。
さて、いよいよ本会議です。13 時 30 分、点鐘から
始まる本会議に、よもやのハプニング！！なんとロー
タリーの鐘がありません！！前代未聞のハプニング
に会場もどよめいていました。福田ガバナーが、「地
区幹事がなんとか・・・」といっていましたが、司会
から「ロータリーの暖かい友情でお許し下さい。」と
の発言で、会場から拍手が鳴りました。それでも、点
鐘を忘れるとは前代未聞のハプニングでした。
続いて物故会員への黙祷があり、昨年亡くなられた
故深町会員の名前も呼ばれました。
橘髙実行委員長の開会宣言により、
本会議は始まり
ました。その後は、プログラムの進行通り進みました。
以下、その内容は井上新入会員にご説明をお願いいた
します。
本会議の前半で、印象に残ったのは、なんと言って
も、地区大会の目玉である「ハワイ短期留学プログ
ラム」に選抜された14名の学生の紹介でした。そ
こには我ら北ＲＣのメンバーである松田亜由美会
員のご長男の陸応君が紹介されたことです。
陸応君はかなり緊張した様子でしたが、凛とした
姿で立っていました。
今回の選抜の中で代表の学生の作文の朗読があ
りました。高校生とは思えないようなしっかりと
した文章で非常に感動しました。
休憩の後、後半が始まりました。後半の最初は、
細谷ＲＩ会長代理の基調講演がありました。その内容
に関しましては、またもや新入会員の茶村会員に説明
してもらいたいと思います。
後半のプログラムの中心はなんと言っても、我ら北
ＲＣが、ＲＩ会長賞を受賞し、その表彰台に森会長が
登壇されることでした。
表彰されるどんなクラブより
先に表彰状を受け取りました。森会長は、一番最初に
表彰されるのは良いが、
終わるまでずっとその場に立
っていなければならなかったので苦痛だったとの感
想を言ってました。
本会は、著名人を迎えての講演がなかったので、
かなりあっさりとした印象がありました。ただ、
それでも、コンパクトにまとまった本会議だった
と思いますので、成功裡に終了したと思っていま
す。なお、最後の点鐘は、ロータリーの鐘が間に
合って、無事鳴らすことができました。
本会議が終わり、本日最後のイベントである、
ホテルオークラＪＲハウステンボスでの懇親会で
す。北ＲＣからは窪田さん含めて6名で参加してき
ました。

アルカス佐世保からハウステンボスまでの移動の
時間があるので、参加者は半分ほどへりましたが、そ
れでも600名程の人数が、一堂に参加するので、会場
がごったがえしました。私も、イベントや結婚式でホ
テルオークラは何度か利用しましたが、これほど参加
者が多いパーティーは初めてでした。当然、会場へは
入りきらず、会場をはみ出し、通常は控え室に使う場
所まで、円卓を並べていました。また、会場中央では
何があっているのか分からず、いつ乾杯なのか、余興
も何があっているのか知る由もございませんでした。
それでも、なんとか自前で盛り上がり、最後、手に手
の合唱で終了しました。
以上、今回の地区大会の一部始終の説明を終わりま
す。今回は、福田ガバナーの意向により、従前とは違
った地区大会だと感じました。しかしながら、自衛隊
の演奏会や、自衛隊の艦艇の見学など、随所に佐世保
らしいイベントを企画し、かつ青少年育成のための短
期留学プログラムなどを試みるなど、ガバナーのロー
タリー精神、
ロータリーをこよなく愛する姿を感じま
した。また、70名以上在籍している佐世保ＲＣの会員
全員（夫人まで巻き込んで）が奮闘する姿を見て、地
区大会を成功させることの難しさを感じました。
地区大会に参加して（前半）

井上隆三 会員

11/17（土）数日前まで雨の予報が出ていましたが
素晴らしい晴天となりました。
大会開催前には、地区大会に多数参加してもらいた
いとの思いと、日頃の活動への感謝の気持ちで会長主
催の昼食会がありました。なかなか頂けない豪華な昼
食をご馳走になり、会長ありがとうございました。
私にとって初めての地区大会、「参加しやすい地元
佐世保での開催で良かったな」と思っておりました。
アルカス佐世保会場には溢れんばかりのロータリア
ンが集い熱気に満ちた中、本会議が始まりました。
ステージには向かって一番右側に朝長市長の席が準
備され、さらには国際ロータリー会長代理の細谷様ご
夫妻が座られ。左側には、2740 地区ガバナーの福田
様・大会実行委員長の橘高様・佐世保ＲＣ会長の古賀
様がいらっしゃいました。
始まって直ぐに点鐘を忘れて鳴らせないというハ
プニングがありました。
しかしすぐに立て直し進行さ
れていきました。

物故者会員の追悼、開会宣言、国歌斉唱、ロータリ
ーソング斉唱、来賓紹介、地区外来訪者紹介と流れて
いきました。
地区内参加クラブ紹介では、第 1 グループから順番
にクラブ名が呼ばれていき、第 6 グループで森山ガバ
ナー補佐より我々佐世保北ロータリークラブの名前
が呼ばれました。みんながそれまで溜め込んでいた力
で、どこのクラブよりも大きな声量で返事しアピール
をする事ができました。
我々以降のクラブの返事が明らかに大きくなったの
で、「佐世保北クラブが流れを変えたな」と感じまし
た。今大会の登録者数は 1282 名との事でした。
歓迎の挨拶では、ホストクラブの佐世保ＲＣ会長の
古賀様が挨拶され、時間の都合上 1 分間に集約された
挨拶でした。
ガバナー挨拶では、福田ガバナーより、
「本年度は、
青少年の育成と会員の親睦をテーマにしている」との
説明がありました。佐世保ならではの景観や文化、食
を通じて会員親睦を深めて頂くために、本会議前に海
上自衛隊音楽隊の演奏や、佐世保バーガーと海軍カレ
ーのランチを用意したとの事でした。
ガバナーの挨拶の中で、
ロータリーの存在が自分の人
生において大きな変革を与えた。「ロータリーは人間
を育てる研鑽の場である。」との言葉に感銘を受けま
した。
ＲＩ会長代理挨拶では、細谷様よりバリー・ラシン
ＲＩ会長が掲げられたテーマ「インスピレーションに
なろう」の意味を改めて説明されました。鼓吹、
激励、
実行する人になろう。「思いやりの心」を育て広める
ために行動しよう。と呼びかけるものでした。
本会議前半最後は、朝長市長挨拶でした。朝長市長
は、ロータリアンが自己研鑽に励みながら親睦を深め
施設慰問や交換留学生事業などの社会奉仕活動に積
極的に取り組んでいることに対し敬意を表されてい
ました。
ロータリアンがそれぞれの地域のリーダーとして
ますます活躍することに期待をされていました。

地区大会に参加して（後半）

茶村亜子 会員

国際ロータリー第 2740 地区大会に 11 月 17 日 13
時 30 分より参加してまいりました。

その中で、細谷伸夫 RI 会長代理より「ロータリー
はなぜ必要とされるのか」という題目でのお話があり
ました。
奉仕の理念は思いやりの心である、
思いやりの心と
はインスピレーションである。
「インスピレーション
になろう！！」という内容でした。
インスピレーションになって、先駆者になり、世界
に思いやりの心を広げて行きましょうという力強い
メッセージを頂戴いたしました。
続いて、池田真秀ハワイ短期留学委員長より記念事
業の表彰が行われました。
地元と世界をつなぐことが夢、その夢をかなえる為
に今できる事をやっていきたいという言葉が印象に
とても残りました。
その後、ガバナーエクストご紹介、ガバナーノミニ
ー、ご紹介、次年度地区大会ホストクラブ（諫早ロー
タリークラブ）ご挨拶などがありました。

地区大会の総括

森

豊 会長

今年は例年行われる著名人の基調講演は行われな
い中での大会はどうなるのかと思ってましたが、特別
違和感を感じることもなく良い大会だったのかなと
思いました。
ＲＩ会長代理は、ここ数年は台湾とか韓国とか外国
の方が来られてたので冊子に書かれた内容を読むだ
けで気持ちが伝わってこない大会でしたが、今回は日
本人でしたのでわかり易かったのが違和感を感じな
かった要因かも知れません。
前夜のＲＩ会長代理の歓迎会には、
佐世保南ＲＣ中
島洋三会長は奥様同伴で来られてました。これもあり
なんだと教えてもらいました。
会議だ委員会だと夜の部は奥様に迷惑かけてるか
らとお詫びと感謝の気持ちを込めての奥様同伴は素
敵だと思いました。自分もやればよかったかなと思い
ましたが会長を 2 度やる訳はなく後の祭りでした。
大会当日は青少年支援を前面に出した内容だった
と思います。
前年度の実績に対して北クラブがＲＩ会長賞を真
っ先に受けました。峯前会長の栄誉を私が受けるとい
う、良いとこ取りをさせてもらいました。峯前会長に
感謝いたします。松田亜由美会員のご長男陸応君のハ
ワイの短期留学受賞の表彰式や、ＲＩ会長代理の基

調講演は、表彰のため舞台裏聞かせてもらいまし
た。いろいろなことが経験できた地区大会でした。

《会長挨拶》
森

豊 会長

※夢という漢字について
夢という漢字には、たとえば幸せになりたいとか、
金持ちになりたいとか只漠然とした思い、希望そんな
軽いイメージしか思い当たりません。
もっと積極的な思いを表現する夢に代わる漢字は
ないのだろうかと思っていました。
先日ＫＫＣのカラ
オケ大会で誰かが唄う歌詞の中に「計画」という漢字
にゆめというふりがながふってありました。
この計画という言葉こそが私達が普段思っている
夢の意味なんだと思いました。
夢の実現のためには、ああしてこうしてといろいろ
なプランを立てシミュレーションをしながらいくつ
かのピースをはめ込みジグソーパズルを完成させて
いくこのプロセスこそが夢の本当の意味だと思いま
す。計画をゆめと読んだ作詞家のうらやましいくらい
の感性を感じながら、皆様それぞれお持ちの計画とい
う名の夢の実現に頑張りましょう・・・

《幹事報告》
松田信哉
1.例会変更
◆伊万里西ＲＣ
11 月 22 日（木）休 会
（定款第 8 条第 1 節により）
12 月 27 日（木）休 会
（定款第 8 条第 1 節により）
2.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 Vol.224

幹事

◆牛津ＲＣ
2018～2019 年度インターアクト年次大会 報告書

豊かなものにできるようにする」戦略を立てることが
目標だと、ソーシャルイノベーターズ・ロータリーE
クラブ会員であるロケットさんは言います。
詳しくは My Rotary をご覧下さい。

3.伝達事項
①11/19（月）18：30 より天津包子館にて第 5 回市内
8ＲＣ会長・幹事会が開催されます。

《ニコニコボックス》
②11/26（月）次回例会は「年次総会」
峯 徳秀 指名委員長です。

中川信次

親睦活動委員

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
先週の金曜日から日曜日にかけて、
国際ロータリー第
2740 地区の地区大会が、アルカス佐世保をメイン会
場として盛大に行われました。北ＲＣには、ＲＩ会長
賞をいただきました。また、松田亜由美会員のご長男
の松田陸応君がハワイへの短期留学行きの権利を獲
得され、その紹介が行われました。地区大会に登録さ
れました全ての会員の皆様、また当日参加していただ
きました会員の方々に感謝申し上げます。

《委員会報告》
親睦活動委員会
松尾重巳委員長
本日例会終了後、事務局にて第 8 回委員会を開催致し
ますので、関係される方々、ご出席をよろしくお願い
致します。尚、委員会の打ち合わせ内容は 12 月 10
日の「クリスマス会」についてです。よろしくお願い
致します。

村上寅雄君
《ＲＩニュース》
青少年犯罪の悪循環を断ち切るための都市平和プロ
ジェクト、PACT プログラムにロータリークラブが
協力しています
自分は刑務所に行く。犯罪まみれの人生から抜け出
すには、それしかない。
アキーム・スティーブンソンさんは、人生をどうにか
変えたいと必死でした。
カナダ・トロント在住の彼は、10 年以上さかのぼ
る 10 代のある日、加重強盗の容疑で逮捕されました。
4 度目の逮捕で、刑務所送りになるところでした。
しかし裁判官は、彼の中にまだ更生の望みがあると
判断し、18 カ月間の青少年プログラムに参加するか、
6 カ月間の刑期を務めるかの選択肢を与えました。
犯罪から音楽への道へと進んだアキーム・スティーブ
ンソンさん
スティーブンソンさんは、PACT への参加を選択。
これが彼の人生を変え、音楽の道を開きました。
参加（Participation）、容認（Acknowledgement）、
誓い（Commitment）、変容（Transformation）の頭文
字をとった PACT は、トロントに拠点を置く慈善事業
で、問題児や犯罪歴のある青少年の更生をサポートし
ています。起業家で地元ロータリアンであるデイビッ
ド・ロケットさんが 20 年以上も前に共同設立し、現
在ではロータリークラブからの支援を受けています。
このプログラムでは、貧困と犯罪行為の悪循環を断
ち切ることを目的としています。参加者が何を必要と
しているかを突き止め、
「人生が前向きな方向に進む
ように手伝い、自分の生活だけではなく、地域社会も
IT 会報委員会

委員長 /公門新治

委員 / 中島閏二

11 月 19 日本日は第 2 回
クラブ協議会（地区大会
報告）です。松田幹事、
よろしく頑張って下さ
い。3 ヶ月ぶりに出席で
きました。この間に 2
回高熱が出て出席でき
ませんでしたが、やっと回復し出席できたことを嬉し
く思います。
豊島揆一君
11 月 17 日結婚記念日のお花ありがとうございました。
私も妻も耐えに耐えた 50 年！！母 107 才、息子 3 人
より祝辞をもらい孫達フルメンバー12 名で祝宴をし
てくれました。
湯口純二君
結婚記念日のきれいな花を贈っていただき感謝申し
上げます。
平石晃一君 永田武義君 藤井良介君 宮﨑有恒君
古賀新二君 宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君
松永祐司君 松尾重巳君 田島 慎君 中川信次君
井上隆三君 茶村亜子君
先日の地区大会に参加された皆様、
大変お疲れ様でし
た。ＲＩ会長賞の受賞、松田さんのご長男の表彰の紹
介と北ＲＣ関係のイベントも多くあり大変有意義な
大会になったと思います。本日は、地区大会の報告と
なっています。松田幹事よろしくお願いします。
本日の合計 25,000 円

船津 学

松田亜由美

小西研一

累計 604,000 円
（記事担当

公門新治）

