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会員数 40 名
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20 名

【前々回】 会員数 40 名

日】

出席

24 名

欠

席

8名

メークアップ 4 名

《ゲスト卓話》
一般社団法人佐世保青年会議所
第 66 代理事長 木下貴之氏

不撓不屈～ともに地域を変え、地域を創る～
「一般社団法人佐世保青年会議所
第６６代理事長として」
本年で一般社団法人佐世保青年会議所は創立６６
周年を迎えます。
諸先輩方は高い志と地域に根差した
活発な活動のおかげで佐世保の輝かしい歴史が刻ま
れてきました。
これからも我々が新たな歴史を築いて
いく原動力となるために本年、
佐世保青年会議所では
「不撓不屈～ともに地域を変え、地域を創る～」とい
うスローガンのもと、
何事にも先見性を持ち困難に対
し決して諦める事なく力強い意志と行動力をもって
周囲に共感を呼び起こすと同時に力強い存在感を示
すことのできる組織を構築しております。
6 月に障害を持つ子どもたちを含む青少年のため
に「パラスポーツフェスティバル」を開催いたしまし
た。障害を持つ子どもたちが一般の子どもたちとの交
本日の例会

第 2 回クラブ協議会（地区大会報告）村瀬高広幹事

出席規定免除会員
（12） 出席 10 名

出 席 率 78.95％

出席規定免除会員
（12） 出席

修正出席率 100.00％

7名

流が少ないという事もあり我々が率先してスポーツ
を通して交流させていただき大変反響をいただきま
した。
そして本年 5 回目となりますアメリカンフェステ
ィバルも 8 月 31 日、9 月 1 日に開催させていただき
ました。
ご協力頂きました皆様大変ありがとうござい
ました。
そして、
本年は災害関連委員会という委員会を立ち
上げさせていただきました。
現在日本はいつどこで自
然災害が起きても不思議ではありません。3 月にＪＣ
メンバー向け減災防災事業、9 月 29 日（日）に対外
向け佐世保防災フェスティバルを開催しました。
また、10 月 4 日創立 60 周年記念式典、10 月 6 日国
際対外事業を開催しました。
これからも佐世保青年会議所のメンバー一丸とな
って「来たい、住みたい、日本一ＳＡＳＥＢＯ」の実
現を目指して盛り上げてまいりますので皆様のご協
力何卒よろしくお願い致します。
卓話者プロフィール
●木下 貴之（きのした たかゆき）
●1980 年 3 月 3 日生まれ
●血液型 A 型
●一般社団法人佐世保青年会議所第６６代理事長
●西日本かなえペプシコーラ株式会社 取締役部長
●長崎生まれ、佐世保育ち。専門学校時代はビジネス
について学びながら、卒業し塗装工に携わった後、
現在の会社に入社。
３４歳の時に取締役部長に就任。
現在に至る。
●2008 年 29 歳で佐世保青年会議所に入会。
現在在籍 12 年目。県内外へのＪＣ出向などもしな
がら、同世代の仲間たちと様々な経験を積み、本年
次回例会

ゲスト卓話

地区ロータリー財団委員会

１月１日より佐世保青年会議所 理事長に就任
（任
期１年）

しました。後程報告を楽しみに聞かせて頂きます。
10 月 26 日の家庭集会は 18 名の会員の方に集まっ
ていただき、
とても有意義な会議だったとお聞きいた
しました。
場所を提供して頂いた永田武義会員そして
ロータリー情報委員会の皆様方色々と有難うござい
ました。

右写真は同行の佐世保青年会議所川原譲専務理事

《幹事報告》
村瀬高広

幹事

《会長挨拶》
蒲池芳明 会長

1.例会変更
ありません
10 月 22 日天皇陛下が内外に即位を宣言する
「即位礼正殿の儀」
が国事行為として行われましたが
皆様はご覧になられましたでしょうか。皇居・宮殿で
最も格式の高い松の間に置かれた高御座に立ち国内
外に「国民に寄り添い憲法にのっとり日本国および日
本国民統合の象徴として勤めを果たすことを誓う」
と
宣言されました。
私が生きている間ではこれを見るの
は最後との思いもあり感激してみていました。この儀
式は、奈良時代末の恒武天皇以後、代替わりに伴い皇
位継承で千年以上の歴史があるとの事です。
昭和への
代替わりまでは京都御所でしたが平成では皇居に舞
台が移っているとのことです。
日本にはこのような儀
式を行うことで、新たな決意を行うとされています。
日本人は人生の節目により気持ちを切り替えること
ができます。私は改めて風潮や儀式、祝い事を重んじ
ることの大切さをこの式典を見て理解することがで
きました。ロータリーでの例会でも毎月の目標、行事
なども儀式と同様に気持ちを切り替え、
新たなスター
トが切れ、
新鮮な気持ちになるので大切にしたいと思
います。
緒方信行国際奉仕委員長 10 月 23 日～25 日まで仁
川松島ロータリークラブお疲れ様でした。また、有難
うございました。
とても友好的に歓迎して頂いて安心

2.来信
・ガバナー事務所
① 標準ロータリークラブ定款
② 訃報のお知らせ
2013～2014 年度ガバナー 塩澤恒雄 様
10 月 21 日ご逝去（享年 80 歳）
10 月 22 日 通夜
10 月 23 日 告別式
が執り行われました。
③ 第 7 回日台ロータリー親善会議
福岡大会のご案内
日時：2020 年 3 月 6 日（金）
場所：ホテルニューオータニ博多
登録料：22,000 円（晩餐会・記念誌含む）
11 月 29 日（金）締切
・地区大会事務局
11 月 9 日（土）本会議 クラブ紹介について
◇集合：11：55 （本会議 15 分前）
諫早文化会館大ホール 1 階リハーサル室
◇説明：11：55～12：05（10 分程度）
担当者より入退場やご紹介の方法の説明
◇登壇：12：15 頃～

・佐世保工業高等専門学校
寄付金の受入れについて 寄付金額 100,000 円
（厦門との相互交流に関する経費援助のため）

佐世保南 RC

角田隆一郎君

佐世保東 RC

緒方大輔君

3.伝達事項
①

10/31（木）は世保東ＲＣにて米山記念奨学生
レーチュンハイ君の卓話です。

②

11/4（月）は祝日・振替休日のため
例会は休会です。

③

11/8（金）諫早Ｌ&Ｌホテルセンリュウにて
地区大会歓迎晩餐会が開催されます。
蒲池会長、
村瀬幹事・レー君が出席いたします。

④

⑤

11/9（土）諫早文化会館にて地区大会本会議が
開催されます。ご出席の皆さま、昼食会も開催
いたしますのでご出席よろしくお願い致しま
す。また、ホテルグランパレス諫早での懇親会
にご出席の方は最後までよろしくお願い致し
ます。
11/11（月）例会は第 2 回クラブ協議会
（地区大会報告）です。発表される方は
よろしくお願い致します。

《来訪ロータリアン》
佐世保 RC 松本祐明君

《委員会報告》
奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
牧野博一委員長代理 村瀬高広幹事
10 月 27 日（日）13:00〜17:00 東彼杵総合会館で開催
されました地区社会奉仕セミナーに牧野博一委員長
と村瀬高広幹事で参加してまいりました。
① 奉仕活動の報告（4 クラブ）
②ファシリテートによる児童虐待
③潮谷義子による講演
＃189（イチハヤク）児童相談所全国共通ダイヤル
国際奉仕委員会
八木順平委員
10 月 23 日より 2 泊 3 日で緒方信行委員長、平石晃
一会員、村瀬高広幹事、渡会祐二会員、鐘ヶ江和重会
員、茶村亜子会員、八木順平委員、7 名で仁川松山 RC
を訪問させていただきました。
仁川到着後、
骨付きカルビーを山ほどパクさんにご
馳走になりました。
そのあとパクさんが経営されてい
る、
アルミリサイクル工場を見学させていただきまし
た。他にも工場を持っておられ、そこでは車のアルミ

鋳造、鋳造ピストンを作られていて、そのピストンが
世界シェア 8％あるらしいです。夜には、仁川松山 RC
のメンバーの皆様より豪華な海鮮ディナーをご馳走
になりました。食後、渡会祐二会員が韓国ラーメンや
お菓子を 13 万ウォン爆買いされていました。
２日目はソウル市内は観光せず有名な参鶏湯をた
らふく食べた後、東大門市場にて買い物、はしゃぎす
ぎて私が携帯を失くしてしまい、その後、免税店でカ
ードをもらい損ね、携帯・カードとも見つかったので
良かったのですが、
皆んなの貴重な時間を使わせた為、
茶村亜子会員には誕生日プレゼントを気持ちよくた
かられ、他のメンバーには休憩で立ち寄ったところで
気持ちよくビールと餃子をおごらされました。
最後に、餞別をいただいた、蒲池芳明会長、豊島揆
一委員、永田武義委員、ありがとうございました。い
ただいた餞別は仁川松山 RC へのお土産と未来事業基
金のウイスキーそして、2 日目の夕食代に使わせてい
ただきました。本当にありがとうございました。

故森豊直前会長の奥様 康子夫人より
謹啓
初秋の候 佐世保北ロータリークラブご一同様には
益々ご清祥のことと存じます
先般亡夫豊儀死去の節にはご多用中にも拘わらずご
丁寧なご弔慰を賜りそのご芳情誠に有難く故人の霊
とともに深く感謝いたしております
お陰様で今月十三日に忌明法要を滞りなく行うこと
が出来ました
心から感謝申し上げます
ここに改めて故人とともに謹んでお礼傍々ご挨拶申
し上げます
謹白
令和元年十月

《ＲＩニュース》
2021-22 年度国際ロータリー会長にインドの
シェカール・メータ氏が選出される
2021-22 年度国際ロータリー会長に選出されたシ
ェカール・メータ氏（インド、西ベンガル州カルカッ
タ-マハナガル・ロータリークラブ）
国際ロータリー会長指名委員会は、カルカッタ-マ
ハナガル・ロータリークラブ
（インド、
西ベンガル州）
所属のシェカール・メータ氏を 2021-22 年度国際ロー
タリー会長に選出しました。
対抗候補者がいない場合、
同氏は 10 月 1 日に会長ノミニーとして宣言されます。

《ニコニコボックス》
田島慎

親睦活動委員

佐世保ＲＣ 松本祐明君
佐世保ロータリークラブの松本です。
２回目のメーク
アップで参りました。
今後ともよろしくお願い申し上
げます。

佐世保南ＲＣ 角田隆一郎君
佐世保南ロータリークラブの角田隆一郎です。メーク
アップで伺いました。よろしくお願い致します。
佐世保東ＲＣ 緒方大輔君
２週連続でお世話になります。
今日は父の代わりと木
下理事長の応援で参りました。木下理事長、卓話頑張
って下さい。
蒲池芳明会長
藤井良介副会長
村瀬高広幹事
①本日の卓話は、佐世保青年会議所第 66 代理事長
木下貴之様です。楽しみに拝聴致します。
②川原譲専務理事のご来訪、心より歓迎致します。
家庭集会ご参加の皆様お疲れ様でした。
会長、幹事が行けなくて、すみませんでした。
佐世保ＲＣ松本祐明様、
佐世保南ＲＣ角田隆一郎様
佐世保東ＲＣ緒方大輔様、
ご来訪ありがとうござい
ます。
ロータリー情報委員会 松田信哉委員長
一昨日の土曜日、烏帽子の永田別荘宅で家庭集会を
行いました。佐賀ＲＣの野口パストガバナーを迎え
ての炉辺談話に、参加した新入会員も大変勉強にな
ったことと思います。その後のバーベキューも非常
に盛り上がりました。
暖かい暖炉と美味しいワインを提供していただきま
した永田会員には心から感謝致します。
富田会員におかれましては、奥様が作っていただい
た美味しい豚汁とおにぎり、ご馳走さまでした。ま
た、野口パストガバナーの送迎もしていただきまし
てありがとうございました。
八木会員には、買い出しから食事の振る舞いまで、
何から何まで、ありがとうございました。更に、韓
国旅行の直後にもかかわらず参加していただいた会
員の方、参加してくれた会員に感謝致します。
仁川松山訪問部隊 （平石晃一君 緒方信行君
村瀬高広幹事 渡会祐二君 八木順平君
鐘ヶ江和重君 茶村亜子君）
二泊三日で仁川松山ロータリークラブへ３月のホー
ムステイ、
４月の姉妹締結の打合せに行って参りまし
た。餞別を頂きました蒲池会長、豊島会員、永田会員
本当にありがとうございました。
ＰＳ.八木、茶村がソウルにて誕生日プレゼントで買
ったラメラメスマホケースは、渡会会員、使って頂い
ていますよね？

平石晃一君
10 月 23 日より、韓国仁川へ親善訪問し、有意義な意
見交換をする事が出来ました。緒方さん、村瀬さん、
渡会さん、八木さん、鐘ヶ江さん、茶村さん、大変お
世話になりました。
10 月 26 日、松田ロータリー情報委員長担当の家庭集
会があり、参加の皆さんお疲れ様でした。烏帽子の永
田邸にて意義ある勉強会が出来良かったと思います。
いつもながら、
永田さんには場所を提供して頂きあり
がとうございます。また、食事の用意をしていただい
た八木会員、大変お疲れ様でした。
近藤竜一君
この度、弊社工場が、食品衛生優秀施設として、厚生
労働大臣表彰を受賞致しました。
会社全体でニコニコします。
今後も、食の安全を通して、社会に貢献出来るように
頑張って参ります。
豊島揆一君 中島閏二君 湯口純二君 宮原明夫君
峯 徳秀君 渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君
松尾重巳君 田島 慎君 公門新治君 田中幹人君
小西研一君 中川信次君 井上隆三君 渥美大介君
二ノ宮 健君
本日の卓話は、一般社団法人佐世保青年会議所第 66
代理事長木下貴之様による卓話です。
「不撓不屈～ともに地域を変え、地域を創る」と題し
て卓話をいただきます。
熱い佐世保青年会議所の思い
を我々に聞かせていただけると思いますので、
皆で真
剣に拝聴致しましょう。

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

45,000 円

委員 / 平石晃一 中島閏二 中川信次

（記事担当

累計

545,000 円

田島

慎）

