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【本 日】会員数 43 名

出席 23 名

欠席 6 名 ビジター3 名 出席規定免除会員（14） 出席 9 名

出

【前々回】会員数 43 名

出席 25 名

メークアップ 4 名

修正出席率 100.00％

出席規定免除会員（14） 出席 8 名

席 率 84.21％

《村上寅雄 初代会長 追悼例会》
宮﨑有恒会員

村上寅雄初代会長が、3 月 2 日に亡くなられて 1 か月
半になろうとしております。
本日は藤井先生の創立記念卓話になっておりますが
先生の卓話は１年先にのばしていただいて、
村上先生
の追悼例会をさせて頂きます。
村上先生は、大正 15 年（1926 年）8 月 11 日生まれ、
58 歳のとき昭和 58 年（1984 年）4 月 16 日創立の佐
世保北ＲＣの初代会長として、故・松尾辰二郎初代幹
事と共にクラブの礎を築き、育てていただき、大きな
足跡を残していただきました。
クラブでの最後の卓話
は 2 年前の 2016 年 4 月 11 日の創立記念卓話「想い出」
でした。そのとき先生はご自分の人生を振り返り、ロ
ータリアン、ドクターとして、またご自身の趣味など
をお話されました。
今日はその時の先生の原稿をみな
さまのお手元に用意しておりますので、
写真を見なが
ら追悼例会を進めさせていただきます。

村上先生は北クラブのスタート以来ずっと例会連続
出席をされておられましたが病気入院のため１度だ
け欠席されたそうです。
この欠席も例会終了後すぐに入院をしておけば次の
例会には出席できたそうで、
工夫次第では欠席しなく
ても良かったのにと、
ホームクラブ連続出席が途絶え
たことをとても悔やんでおられました。
私も同様の欠席があってホームクラブ連続出席が途
絶えました。
例会出席の義務を求めるロータリーの本質をわかり
易く語っていただいた事、
それを実践している今の自
分があります。村上先生にはとても感謝しています。
富田会員

「村上先生の想いで」
森会長
本日の例会 ゲスト卓話

元カシオ計算機㈱

立石直丈氏

次回例会 委員会卓話

奉仕プロジェクト青少年委員会

同じチャーターメンバーとして出会ったのは、私が37
歳、寅雄さんが57歳でした。パーティー等ではボルサ
リーノの帽子をかぶり、
おしゃれな方だと思いました。
ロータリアンであり、
熱心なクリスチャンであったと
思いますが、どちらかというとロータリーを大切に思
っていると仰ってました。
晩年は改めてクリスチャン
に戻られたのかと思いました。
人柄は、人の悪口を言わない、あらゆることを受け入
れられる懐の深い方で、
自分の自慢をされない方でし
た。奥様との仲も睦まじく、最後まで寄り添って自分
の人生を大切に有意義に過ごされたことに尊敬の念
を覚えます。
福田会員

村上先生は佐世保北ロータリー初代会長として、故、
松尾幹事とお二人で会の運営など全てやっていただ
き、この佐世保北ロータリーに偉大な功績を残してく
ださいました。とても感謝しています。

私が清水中の学生時代には、こんな事もありました。
自宅石坂町のすぐ近くに村上内科があり、
当時より家
族ぐるみでお世話になっておりました。
母が村上内科
に出向いた折、診察待合室で血液型の相関図「A 型＋
B 型＝AB 型」等を見ておりましたら、両親が O 型の場
合、O 型の子供しか生まれない事を認識致しました。
実際 O 型の私ですが、当時は AB 型（？）と言われて
おり、母はこれは大変だと思ったのでしょう。その晩
父が帰って来てから、
母が私を横に置きこの旨を報告
しました。横から祖母も「産科医が子供を取り違える
事もある。」とも言っておりましたが、父は毅然とし
て「もしそうであったとしても、寛は我が子として育
てる。」と断言してくれました。
しかし、心配した母はその晩、寅男先生へこそっと相
談したらしく、先生は「突然変異もありえる。」と言
ってくれたそうです。とにかく、明日きちんと調べる
という事で終わったのですが、私は病院に行かず、ま
た、
家族も寅男先生も以降その話には触れる事はあり
ませんでした。
「一に親睦、二に親睦、三四がなくて五に親睦」
オペラが大好きな寅男先生。
いつかはオーケストラの
指揮をされたかったそうです。
すてきな北ロータリークラブに招いて下さった寅男
先生。本当にありがとうございました。
どうぞ天国でオーケストラを指揮されて下さい。
私がビオラを奏でます。
宮原会員

西沢会員

3 年前に 86 歳で亡くなった父は、寅男先生の 1 つ下
でありましたが、
若い頃から親しくお付き合いをさせ
て頂いていた様です。
私が小学生の頃、怖くて近寄りがたかった父が、家は
仏教の浄土真宗でしたが、
なぜか日曜日は近くの教会
のミサに出向き、
牧師さんのお話を聞き賛美歌を唱和
するという習慣がありました。
幼い私も連れて行って
もらっていましたが、
仕事以外に何もなかった様な父
でしたが、
何か心の糧となるものがあったのでしょう。
寅男先生の弔いの式で、
父が日曜日の教会へ行ってい
た意味が判る気がしました。これも寅男先生からおす
すめ頂いていたのでしょう。

佐世保北ロータリークラブのために、
ご尽力されまし
たことに感謝の気持ちでいっぱいです。
お亡くなりになられる前に、村上先生が「楽しかった
なー。」と仰いました。楽しい人生を送られたんだな
ーと思いました。
村上先生には、6 月発行予定の創立 35 周年記念誌に
お寄せいただいた原稿「チャーターナイトについて」
が遺稿になりましたが、
あわせて弔辞を読んでいただ
いた小西宗十ＯＢ会員に「村上寅雄会員の思い出」を
書いていただいております。
最後に、
その小西ＯＢ会員の原稿の最後の一行を紹介
してこの追悼例会をおわります。・・・「先生は、や
はり一筋縄で捉えられる人ではなかった」・・・

《会長挨拶》
森 豊 会長
平成最後のとか令和最初のとか、
最近のいろいろな行
事にはこのかんむりがついてきます。
今月が平成最後の満月です。来月は令和最初の満月で
す。と「月々に月見る月は変わらねど月見る月はこの
月の月」節目ということでこの使い方なのでしょうが、
新年号新年号と慶祝ムードに乗せられてはしゃぎ過
ぎのような気がします。
10 連休は 4 割の国民は嬉しくないと感じているよう
です。皆様はいかがですか？
本日は、村上初代会長を偲んでの追悼例会ですが、奇
しくも平成最後の例会でもあります。宮﨑会員進行の
ほどよろしくお願いします。

佐世保にて第 5 回次年度理事会を開催いたしま
す。
③4/29（月）は祝日休会（昭和の日）
5/6 （月）は祝日休会（振替休日）です。
次回例会は 5/13（月）ゲスト卓話
元カシオ計算機㈱ 立石直文氏 です。
《来訪ロータリアン》
佐世保ＲＣ

納所佳民君

《幹事報告》
松田信哉

幹事

1.例会変更
◆佐世保 RC
5 月 22 日（水）12：30～→休会
（定款第 8 条第 1 節により）

佐世保南ＲＣ

西沢雅幸君

佐世保南ＲＣ

塚原康人君

◆佐世保東 RC
4 月 25 日（木）12：30～
ホテルオークラ JR ハウステンボス 12 階「パール」
（例会場使用不可のため）
◆ハウステンボス佐世保 RC
5 月 7 日（火）12：30～→12：00～
佐世保市釜墓地霊園（釜墓地霊園清掃例会のため）
5 月 21 日（火）12：30～
ハウステンボス「トロティネ」（例会場使用不可の
ため）
5 月 28 日（火）12：30～→18：30～
酒場十座（夜例会のため）
2.来信
◆国際ロータリー
ザ・ロータリアン 5 月号
◆ガバナー事務所
19～20 地区補助金プロジェクト名変更のお願い
🌼ご来訪ありがとうございました🌼
◆ガバナーエレクト事務所
千葉ガバナーエレクト地区運営方針・プロフィー
ル等
3.伝達事項
①第 9 回理事会議事録をセルフ BOX へ入れておりま
す。
②4/25（木）18：30 よりグランドファーストイン

《委員会報告》
プログラム委員会 牧野博一 委員長
5/20 例会変更 青少年委員会卓話→第 4 回クラブ協
議会
奉仕プロジェクト青少年委員会 宮原明夫 委員長
4/20（土）と 4/21（日）の 2 日間雲仙休暇村にて、

平成最後の第 40 回ＲＹＬＡが開催されました。佐世
保高専より 13 名のインターアクトのメンバー、引率
の森下先生、我がクラブからは松田幹事、宮﨑インタ
ーアクト委員長、
中川次年度青少年委員長と私が参加
しました。元松下政経塾塾長の上田 昇氏による「学
べば変わる」というテーマで講演があり、その後グル
ープ討議、バーベキュー大会、キャンプファイヤー、
世界遺産見学など有意義な二日間でした。

中山 誠君
ともなが市政四期目がめでたく発進できる事となり
ました。皆様の忖度に感謝致します。批判票も真摯に
受け止める事と思います。
福田俊郎君
昨日はマイボートで長崎の帆船祭りに行って来まし
た。近日中にＩＹＦＲも開催予定です。

次年度プログラム委員会 渡会祐二 委員長
本日 18 時 30 分よりシャンラーにて、次年度
会員増強委員会、
次年度プログラム合同委員会を開催
致します。
ご参加の皆様にはよろしくお願い致します。
創立 35 周年記念事業実行委員会
松田信哉 委員長代理
5/11（土）～5/12（日）にかけて城島高原一泊旅行ツ
アーがあります。改めて御案内を致しますが、皆様宜
しくお願いします。現在参加者 60 名幼児 3 名となっ
ております。バス 2 台をチャーターして、第 1 便、第
2 便と別れて出発いたします。案内漏れがないように
スマホお持ちの方はグループＬＩＮＥ登録をお願い
します。
《ニコニコボックス》

宮﨑有恒君
本日は 4 年前に亡くなった松尾辰二郎の「偲ぶ会」に
引き続き、
村上寅雄初代会長の追悼例会の進行をさせ
て頂きます。宜しくお願い致します。

鐘ケ江和重 親睦活動委員
佐世保ＲＣ 納所佳民君
本日は宜しくお願いします。
佐世保南ＲＣ 西沢雅幸君
佐世保南ＲＣの西沢です。宜しくお願いします。
佐世保南ＲＣ 塚原康人君
メークアップでお世話になります。
宜しくお願い致し
ます。

平石晃一君 富田耕司君 古賀新二君 湯口純二君
宮原明夫君 峯 徳秀君 牧野博一君 蒲池芳明君
渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君
松尾重巳君 公門新治君 西沢 寛君 八木順平君
小西研一君 中川信次君
二ノ宮 健君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君
4/20,21 の両日でＲＹＬＡへ出席の会員の皆さん大
変お疲れ様でした。また、北斗会出席の皆様も大変お
疲れ様でした。本日は、佐世保北ＲＣ初代会長の村上
寅雄先生の追悼記念卓話を宮﨑会員に語っていただ
きます。宜しくお願い致します。

森 豊 会長 中野雄一郎 副会長 松田信哉 幹事
佐世保ＲＣ 納所佳民様、
佐世保南ＲＣ 西沢雅幸様、
塚原康人様のご来訪を心より歓迎致します。
一昨日の
土曜日から日曜日にかけて、島原の雲仙休暇村で、第
40 回ＲＹＬＡが開催されました。参加された宮原青
少年委員長、宮﨑インターアクト委員長、松田幹事、
中川次年度青少年委員長大変お疲れ様でした。同じく
一昨日の北斗会で見事優勝された藤井会員おめでと
うございます。先週船津会員に、めでたく三人目のお
子様が無事産まれたということでおめでとうござい
ます。男の子三人ということで、さぞや騒々しい家庭
になることと思います。
本日の合計
IT 会報委員会 委員長 /公門新治

35,000 円

累計

委員 / 中島閏二 船津 学 松田亜由美 小西研一

（記事担当

1,211,000 円
松田亜由美）

