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【本

日】

会員数 44 名

出席

30 名

【前々回】

会員数 40 名

出席

24 名

２名

出席規定免除会員
（12）

出席 8 名

出 席 率 95.00％

メークアップ 4 名

欠

席

出席規定免除会員（12）

出席 10 名

修正出席率 100.00％

《第 2 回クラブ協議会》
（地区大会報告）
村瀬高広 幹事

地区大会本会議（第 1 部前半）

船津 学君

諫早商業高校バトントワリング部のオープニング
イベントから始まり、来賓紹介、参加クラブの紹介が
ありました。参加クラブの紹介の際にはスクリーンに
動画が流れており、
各クラブに合った映像が流されて
本日の例会 ゲスト卓話

いてとてもすばらしかったです。
ちなみに佐世保北ロ
ータリークラブの紹介の際には九十九島の映像が流
れていました。
諫早北ロータリークラブの田島幸一会長から歓迎
の挨拶があり、
その後に千葉憲哉ガバナーからの挨拶
がありました。印象的だったのが、ロータリーは親睦
からであるとおっしゃられ、
親睦から始まりそれが繋
がり、
テーマであるロータリーが世界をつなぐという
ことになるという話をされていました。
中村法道県知事代理の上田裕司副知事、
宮本明雄諫
早市長の来賓挨拶後、
地区現況報告が千葉憲哉ガバナ
ーと４人のパネラーにより行われました。
その中で、
プロ野球選手の大谷翔平さんの目標達成
計画の紹介がありました。
とてもすばらしい内容でし
たので、インターネット等で検索できますので、皆さ
ま一度ご覧になられてはと思いました。
それと「クラブ活性化」を考えるという今回のテー
マにおいては、例を２つ挙げられて説明されました。
一つ目は兼六園の雪吊り師の話でした。
兼六園の松
が雪で傷むのを防止するために雪吊り師が作業を行
っているそうですが、近年の温暖化に伴い、雪があま
り降らない年もあり、
雪吊り師の作業の必要性も考え
られたりするということ。
二つ目は野球の一塁のベー
スカバーについてです、
高校野球ではキャッチャーが
一塁のベースカバーに入ります、
しかしながら何十回
に一回のためにその必要があるのかということが話
題になるそうです。この二つのことについてですが、
次のようにまとめられました。今は一見、用を成して
ないように感じることでも無駄なことはない。
このことから、
私たちもクラブ活性化についてはす
ぐに結果を求めるわけではなく、
中長期的に計画を立
てていくべきであると感じました。

地区ロータリー財団委員長 岡村康司氏

次回例会

年次総会

峯

徳秀 指名委員長

地区大会報告（記念講演感想）

松田亜由美君

「素晴らしい国、日本に告ぐ」
ケント・ギルバート氏
1952 年米国アイダホ州生まれ、ユタ州育ち
1971 年 19 才で初来日し、
1973 年に佐世保に宣教師と
して約半年、九州には 2 年ほど滞在されていたそうで
す。1980 年カリフォルニア州弁護士資格を取得、現
在タレントや、企業経営、講演、執筆活動などマルチ
に活躍されております。
最近執筆された著書ですが、9 月 13 日発売の「ト
ランプは再選する！日本とアメリカの未来」と 3 月
26 日発売の「天皇という世界の奇跡を持つ日本」の
紹介をされました。
著書の紹介で興味深かったのは、「天皇という世界
の奇跡を持つ日本」で、歴史年表をもとに、大陸の歴
史と日本の天皇の歴史を世界地図と国別の色別表示
でわかりやすくまとめてありました。
日本の天皇制とは、世界最古で、紀元前 660 年の初
代天皇・神武天皇から現在までも続く、海外から見て
も比類なき存在であり、
日本だけが万世一系を続けら
れた理由から、
とても尊く素晴らしい制度であり、
「日
本の歴史と文明を大事にしてほしい」と仰っていまし
た。
よく聞かれることは「日本のどこが好きですか？」
という質問で、
「本を 50 冊くらい出しているから読ん
でみたら？」と答えるそうです。
でも本当の答えは
「日
本人」だそうで、
「国民性こそが日本という最大の魅
力」と仰っていました。
日本の人口減少にも解決策を考えておられ、
子を産
む、外国人をたくさん入れる、衰えていく、その 3
つの選択が重要になるそうです。
続いて「世界を驚かせた日本人」として 2011 年東
日本大震災や 2016 年熊本地震での、日本人の我慢強
さ、暴動が起きない事などと、その国民性を信用して、
東京スター銀行の震災後の譲渡制度ができたお話も
織り交ぜ話されました。
他にも 2014 年 FIFA ワールド
カップ、ブラジル大会敗戦直後の、日本人サポーター
によるごみ拾いのニュースもアメリカ 3 大ネットワ
ークで広がり、世界の人々を驚かせました。

他にも日本の常識は世界の非常識として、
「道徳や
治安のレベルが高すぎる」
事でそれが当たり前と思っ
ている事こそが、
国際社会では仇となると話されてい
ました。
他にも世界経済のお話をアメリカ、中国、韓国と日
本の関わりなど分かりやすく話をされましたが時間
の都合で省略します。
まとめですが、外国人から見た日本と、私たち日本
人が見る日本では、外国人から見た日本の方が、日本
の良さというものが判りやすいのではないかと感じ
ました。もう一度、日本の歴史や文化を勉強し考え、
更に日本人らしい、
良き日本人にならなければいけな
いと思いました。

地区大会本会議第 2 部

公門新治君

第 2 部では、ハワイ報告会、各委員会報告、大会決議
採択、
各種表彰、
お見舞金の贈呈、
ガバナーエレクト、
ガバナーノミニー紹介、
次期地区大会ホストクラブ挨
拶が行われました。
ハワイ報告会では、参加学生である聖和女子学院、
田口莉麻さんから発表がありました。動画や、画像を
使って現地での楽しそうな雰囲気が伝わってきまし
た。
我が北ＲＣの松田亜由美会員の息子さんも元気に
活躍されている様子でした。
各種発表では、
我が佐世保北ＲＣがロータリー財団
年次寄付優秀クラブ第 1 位と、
ロータリー賞シルバー
を見事に受賞しました。
蒲池会長の姿がスクリーンに
映し出された瞬間は感慨深い気持ちでした。
次年度ガバナーエレクトは鹿島ＲＣの花島光喜様、
ガ
バナーノミニーは、
長崎中央ＲＣの塚崎 寛様という
ことでした。
次回地区大会は、鹿島ＲＣがホストクラブとなり、
開催地は武雄ということでした。

《地区大会の様子》

第 2 回クラブ協議会で、
村瀬幹事と 3 名の会員の方か
ら報告があると思いますので楽しみに拝聴していた
だきたいと思います。
第二部の式典では前森会長の功績に対する表彰が
あり、
ロータリー財団会員一人当たりの寄付金が２７
40 地区第一位それとローター会長シルバー賞の２部
門において表彰の栄をうける事ができました。
リハーサル室には前森会長にうしろ姿がそっくり
の方がおられてドキッとする事がありましたが、
檀上
では森豊前会長の思いを感じることができ改めて森
豊前会長、松田信哉前幹事、前ロータリー財団米山記
念奨学委員会委員長、富田耕司会員、事務局の窪田明
子さんには心より感謝したいと思います。
有難うござ
いました。
本日は船津学会員増強委員会委員長のおかげをも
ちまして村上英毅さん、永石浩一郎さん、戸畑教幸さ
ん、早田貴志さんの 4 名の新入会員が見えています。
後ほど入会式を予定していますので今後は誇り高い
ロータリアンとして是非楽しんでいただけたらと思
います。
本日は限られた時間ですので、
簡単ではありますが
会長挨拶とさせて頂きます。

《幹事報告》
村瀬高広

《会長挨拶》
蒲池芳明 会長
1.例会変更
・松浦ＲＣ
11 月 6 日（水）12：30～ 梶谷城址
（除草作業のため）
・佐世保東ＲＣ
11 月 21 日（木）12：30～
→11 月 24 日（日）14：00～
意輪寺（秋季行事「家族会」のため）
今月はロータリー財団月間になります。
11 月 9 日 2740 地区大会に登録、ご出席いただいた
会員の方々、本当にありがとうございました。
今回はＲＩ会長の出席がなく開催され、
前日開催の
懇親会が必要であったか疑問視される他の地区会長
幹事もおられました。
大会の様子につきましては後程

2.来信
・国際ロータリー
ザ・ロータリアン 11 月号
・国際ロータリー日本事務局
11 月ロータリーレート 1 ドル＝108 円
・公財）ロータリー日本財団

幹事

寄附明細書（確定申告個人用の寄附領収書は
1 月末に送付されます）
・公財）ロータリー米山記念奨学会
特別寄付金明細書（税務確定申告用領収書は
各個人ごとに翌年 2 月上旬までにお送りします）
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 11 月号
・ガバナー事務所
①ガバナー月信 11 月号
②My Rotary アカント登録率一覧表
③【アンケートご協力のお願い】
「クラブと会員のロータリーに関する意識調査」
（日本のロータリー100 周年実行委員会より）
11 月 20 日（金）締切
※各クラブ 5 名
・佐世保西ＲＣ
佐世保西ＲＣ創立 50 周年記念式典お礼状
・長崎県共同募金会 佐世保市支会
赤い羽根共同募金運動へのご協力について
（お願い）
・ＮＰＯ法人チーム・フォー・バイ・フォー
Ｎｅｗｓ4×4 10 月号
3.伝達事項
①11 月 18 日（月）佐世保高専にてインターアクト
クラブ例会が開催されます。例会は米山記念奨学
生レーチュンハイ君の講話となっております。
②11 月 18 日（月）次回例会はゲスト卓話
地区ロータリー財団委員長 岡村康司様
『ロータリー財団の基礎知識』です。

《今月の結婚祝い》
Ｓ.43.11.17 豊島揆一・幸子夫妻
Ｓ.53.11.27 福田俊郎・三和夫妻
Ｓ.45.11.22 富田耕司・路子夫妻
Ｓ.57.11. 6 湯口純二・昭子夫妻
Ｓ.56.11.23 蒲池芳明・眞三枝夫妻
Ｈ.20.11.22 村瀬高広・美希夫妻
Ｓ.48.11.10 二ノ宮 健・澄子夫妻
Ｈ.13.11.24 松田亜由美・延之夫妻
Ｈ. 7.11. 8 井上 隆三・智子夫妻
《誕生祝い》
Ｓ.18.11.11
Ｓ.27.11. 1
Ｓ.28.11.23
Ｓ.59.11.20

永田武義
相良一三
宮﨑有恒
早田貴志

君
君
君
君

《来訪ロータリアン》
佐世保中央 RC

八重野一洋君

佐世保中央 RC

宮﨑宗長君

《新入会員》
今月の新入会員は……………………なんと 4 名！！

村上英毅君

永石浩一郎君

ロータリー財団・米山記念奨学委員会
近藤竜一委員長
10 月は米山月間でありました。今年は８名の会員に
ご協力頂き送金は無事終わりました。
ご協力頂きまし
た皆様ありがとうございました！
KKC
松田信哉 KKC 副代表
本日の KKC は 20 時よりギャラウェイで行いますので
例会終了後速やかにご移動願います。

戸畑教幸君
《チーム４x４の支援金授与》

早田貴志君

《委員会報告》

《ハイライトよねやま》
2020 学年度奨学金申込み状況
2020 学年度のロータリー米山記念奨学金（学部・
修士・博士／地区奨励）には、指定校 558 校（
「地区
を超えた指定校」の重複含む。前年度 540 校）から
1,402 人（1,384 人）が推薦されました。被推薦者の
国籍・地域は、中国 53.1％（51.0％）
、ベトナム 10.8％
（13.3％）
、韓国 8.5％（9.3％）
、台湾 3.6％（3.3％）
、
次いでマレーシア、インドネシア、ネパールの順とな
っています。
課程別の応募状況は、博士課程 21.5％(21.2％)、
修士課程 36.2％(37.9％)、学部課程 40.0％(38.7％)
と、昨年度に続いて学部課程が、従来の傾向では最も
多かった修士課程を上回っています。
大学以外の教育
機関を対象とする「地区奨励奨学金」には、7 地区
14 校から計 33 人の応募がありました。

奉仕プロジェクト社会奉仕委員会
牧野博一 委員長
11 月 16 日（土）
ウォーキング＆ゲームラリーのご案内
奉仕プロジェクト青少年委員会
中川信次 委員長
地区補助金事業の日程が決まりましたのでお知ら
せ致します。
2020 年 2 月 16 日（日）午前９時より、佐々町のビ
ートスイミングクラブ北松プールにて実施します。
詳細は別途ご案内致しますが、
多数の皆様のご出席
を是非よろしくお願い致します。

《ニコニコボックス》
田島

慎

親睦活動委員長

佐世保中央ＲＣ
八重野一洋君 宮崎宗長君
佐世保中央 RC の同級生２人組、八重野、宮﨑ござい
ます。お世話になります。宮﨑君の幼馴染の村上英毅
君がロータリークラブに入会したいとのことで、
本日
面談に駆けつけて参りました。
てっきり我が中央クラ
ブへの入会希望と思い込んでいました。
よく考えたら
本日は月曜日、
北ロータリークラブさんへ入会されて
いると今気づきました！(笑) 村上英毅君、ご入会お
めでとうございます。ニコニコさせて頂きます。
ＯＢ会員 小川一貴君
昨日は北ＲＣの皆様、お世話になりました。鐘ヶ江さ
んおめでとうございました。あんなに時間のズンダレ
タ結婚式は初めてでしたが、内容の良い楽しい披露宴
でしたね。
和重がニコニコよりも上手な挨拶が出来て
良かったです。
蒲池芳明会長
藤井良介副会長
村瀬高広幹事
①本日入会の村上英毅様、
永石浩一郎様、
戸畑教幸様、
早田貴志様ご入会おめでとうございます。
これからよろしくお願い致します。
②地区大会にご登録及びご参加ありがとうございま
した。
③鐘ヶ江会員、素晴らしい結婚式でした。
お疲れ様でした。
④佐世保中央ＲＣの八重野一洋様、
宮崎宗長様のご来
訪歓迎致します。
2018～2019 年度幹事 松田信哉君
本日例会前に 2018～2019 年度の最終理事会を開催し
ました。遅くなりましたが、35 周年記念事業と昨年
度の決算を行うことができ、やっと私の幹事として
の役割を終えることができました。会長と副会長は
いなくなりましたが、１年間ありがとうございまし
た。
平石晃一君
①11 月９日諫早地区大会参加の皆さんお疲れ様でし
た。松田さん、送迎大変ありがとうございました。
会長、幹事お昼の食事、お世話になり、美味しかっ
たです。ありがとうございました。
②昨日は、
鐘ヶ江さんご子息の結婚披露宴にお招き頂
きありがとうございました。
素晴らしい結婚披露宴
でした。これからは、息子さんも親に負けない家庭
に、仕事に頑張っていかれることと思います。
③本日より入会される、村上英毅さん、永石浩一郎さ
ん、戸畑教幸さん、早田貴志さん、入会ありがとう
ございます。これからは、わからない事は、周りの
会員に何でも聞き、問いただし、理解を深めてロー
IT 会報委員会

委員長 / 田島

慎

タリー活動に参加しエンジョイして下さい。
これか
ら先の活躍を期待致します。
永田武義君
誕生日のお祝いをしてしただき、
ありがとうございま
した。76 歳になりましたが、まだまだ頑張りますの
で、北ロータリークラブの皆様、どうぞよろしくお願
い申し上げます。
二ノ宮 健君
①新入会員の村上様、永石様、戸畑様、早田様、入会
おめでとうございます。これから、よろしくお願い
致します。
②結婚記念日のお祝いのお花ありがとうございまし
た。
③鐘ヶ江会員、昨日は大変お世話になりました。
鐘ヶ江和重君
昨日の披露宴参加頂いた皆様ありがとうございまし
た。御祝儀頂きました皆様ありがとうございました。
会長の乾杯の祝辞ありがとうございました。
藤井先生
の踊り最高でした。忙しい中、本当にありがとうござ
いました。
福田俊郎君 緒方信行君 古賀新二君 宮原明夫君
峯 徳秀君 牧野博一君 渡会祐二君 松永祐司君
小川 寛君 近藤竜一君 松尾重巳君 田島 慎君
船津 学君 小西研一君 中川信次君 井上隆三君
茶村亜子君 渥美大介君 松田亜由美君
① 佐世保中央ロータリークラブの八重野一洋様、
宮﨑宗長様のご来訪、心より歓迎致します。
②村上英毅様、永石浩一郎様、戸畑教幸様、早田貴志
様、ご入会おめでとうございます。心より歓迎致し
ます。
③9 日の地区大会にご参加の皆様お疲れ様でした。村
瀬幹事による第２回クラブ協議会地区大会報告拝
聴致します。
事務局 窪田明子君
①先日の地区大会皆さま大変お疲れ様でした。
蒲池会
長、美味しい鰻をご馳走様でした。車に乗せてくだ
さった船津会員、
村瀬幹事ありがとうございました。
②鐘ヶ江会員、昨日はおめでとうございました！

本日の合計 44,000 円

委員 / 平石晃一 中島閏二 中川信次

（記事担当

累計

589,000 円

田島

慎）

