
                                                 

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会   第一回クラブ協議会（小川 信ガバナー補佐）      次回例会 ガバナー公式訪問（塚﨑 寛ガバナー） 

《新入会員卓話》         

「私の職業」 

青井哲夫 会員 

皆様、こんにちは。先日 7月 5 日に入会させていた 

だきました。『青井哲夫』と申します。 

本日は新入会員卓話とのことで、私の自己紹介を兼ね

て少しばかりお話をさせていただきたいと思います。 

まず年齢は46歳、明後日21日で47歳になります。

学年でいうと村瀨さんと同年代で現在の佐世保北ロ

ータリークラブでは昭和 49 年世代は二人だけのよう

ですね。私を最初にロータリーに誘ってくれた人でも

あります。今後ともよろしくお願いいたします。 

家族構成は妻の桂が 35 歳、子供は一人で小学三年

生の天空 9歳の三人家族です。 

地元は相浦のほうなのですが、5〜6 年くらい前から

私の商売している大野モール前のガソリンスタンド

の近くに引っ越してきて住んでおります。 

一昨年から大野小学校に息子の天空が入ったのをき

っかけに、ＰＴＡ活動等を通じて先輩の内海さんとも

知り合えました。 

内海さん、今後ともよろしくお願いいたします。 

職業分類のほうは石油類販売です。昭和 35 年に祖

父が起業し、もともと相浦の農家だったのを、このま

までは相続で全部土地など国に持っていかれると危

機感を持ったらしく、なにか事業を立ち上げて会社の

ほうに移さないと思い立って、教員の免許も持ってい

たので、学校を作るか、風呂屋を作るか、ガソリンス

タンドを作るかとかで悩んだとか言っていましたけ

ど、ガソリンスタンドを選んだようです。今年で 61

期目になるのですが、まあよく続いたなあと、先見の

明があったのでしょうね。今でこそ皆さんご存じのよ

うに、この業界は年に 3〜4％程縮小していっている

業種ではありますが、これからの時代は車だと思った

のでしょう。その後の従業員の方々の努力もあったの

でしょうが今日まで継続できているのは有難い限り

であります。私で祖父から父と三代目になるのですが、

現在は相浦と大野の 2か所でガソリンスタンドを経

営しております。相浦はフルサービス、大野はセルフ

サービスと営業の形態は変えてやっております。 

ただ先ほどの話の通り、あまり先のある業種ではない

ため、不動産だったり、妻が 5 年ほど前から始めた飲

食業だったりと、いくつか生業を増やしながらなんと

か継続している状態です。 

今後はまだどうなるかわからないのは皆さん同じ

なのでしょうが、少しずつリスクを分散するためにも

新しい事業を視野に入れながら経営を継続していき

たいと思っています。 

ロータリークラブの勧誘は村瀨君が以前私の所属

していた商工会議所青年部に彼が入会されてこられ

たのが 4〜5年位前です。その時に『エーオーイーも

ロータリーに入らんばバイ』と言われたのが最初でし

た。『エーオーイー』とは村瀨君が付けた私のあだ名

です。当時、彼のことは同世代の知人を通じて知って

はいたのですが、年齢ももうすぐ卒業の年だし、ロー

タリークラブで熱心にご活動もされているようなの

で、入会は難しいだろうなぁと思っていたのですが、
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青年部にも入会してこられて、あの性格でしょ？バー

ッと話しこまれて圧倒されてしまいましたが、好奇心

旺盛なその姿勢と立ち振る舞いに良い刺激を与えて

もらいました。私は以前青年部とＪＣにも同時に入会

していた時期がありまして、自分の力量不足もあった

のですが、結婚してすぐの時期で、子供も出来たばか

りで、嫁さん、こういうところでは妻と言ったほうが

いいですね。妻の負担も解ってやれず、活動どころか

家庭崩壊の危機に面した記憶が重く残っており、同じ

間違いはしたくないとの想いから青年部を卒業する

まではロータリークラブなど他の団体との掛け持ち

はしないと決めていましたので、それをしている村瀬

君は偉いなあと感じておりました。 

この度、北ロータリークラブに入会させていただき

ましたのも、あの時の話からだったり、同じく青年部

で一緒に活動させていただいていた渡会会長からの

熱心なお誘いと、話が少しそれるのですが、うちの妻

は現在この近くで 2 店舗ほどスナックを経営してお

りまして、そこに足しげく渡会先生が通ってくださっ

てて、妻からも北に入らんばいけんちゃないと？との

ご指導が入りまして、そのほかにも青年部でお世話に

なっていた諸先輩方々、井上さんや、茶村さん、そし

て戸畑さんや、雀荘でよく会う早田君などからも、熱

心にお誘いいただきまして入会に至ることができま

した。どうもありがとうございます。 

 

《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

7 月 19 日のお手元のカレンダーで見て、祝日とな

っておられる方もいるかと思います。本来は本日は

「海の日」で祝日なのですが、東京オリンピック開催

に合わせて今年は 7 月 22 日に移動したためです。い

よいよ 23 日はオリンピックの開会式を迎えます。新

型コロナ問題があるにせよ、選手の皆さんにはエール

を送りたいと思います。 

先週月曜の夕方に、米山奨学生のドーチューンミン

トゥさん（ベトナム出身・長崎県立大学生）が事務所

に来られ、7月分の奨学金をお渡ししました。もとも

と第 2 例会は夜に行われていたので、例会に参加して

いただきお渡しするはずでしたが、お昼間は授業があ

り例会には出席できないということで、事務局にてお

渡しいたしました。ミンさんからは、皆さんへお礼を

承っておりますので、お伝えいたします。カウンセラ

ーの船津会員には、これからもお世話をよろしくお願

いします。 

チャーターメンバーの故・岡井正明さんの奥様から

ご寄付をいただいた件につきまして、米山奨学会から

表彰をいただきました。奥様のご希望もあり、郵送に

てお渡しいたしましたことを、ご報告いたします。 

さて、本日は、「佐世保北クラブ」を知るという点か

ら、現況報告書のお話をします。 

第１回例会で、皆さんも受け取られたと思いますが、

これはクラブの現状を把握するため、毎年度発行して

いるものです。公門幹事と事務局の窪田さんに多大な

労力を費やして作成いただきました。ありがとうござ

いました。内容については、見ていただければお分か

りのとおり、当クラブの概要・歴史・会員構成・今年

度の各委員会の事業計画などが記載されており、クラ

ブを知るには最も重要な資料になるものです。新入会

員の皆さんはもちろん、会員の皆様にはご一読いただ

き、当クラブの情報をしっかりと身に着けていただき

たいと思います。それによって、当クラブをより身近

に感じ、より知っていただくことができます。 

ちなみに、前々年度までは業者に発注しておよそ

40 万円の費用がかかっていました。しかし、前年度、

事務局の窪田さんのご尽力で自前で作成できるよう

になり、費用も数万円程度と大幅に減縮できるように

なりました。改めて皆様にご報告と、窪田さんへお礼

を申し上げます。 

その現況報告書にも記載されている通り、7月 26

日にはガバナー補佐訪問、8 月 2 日にはガバナー公式

訪問の例会となります。ガバナーをお迎えする大事な

例会になりますので、S.A.A の皆さん始めとして、ご

準備・ご協力のほどよろしくお願い致します。 

本日は、新入会員の青井会員の卓話です。先日お話

しした際には、いろいろと話題をもっておられるよう

でしたので、楽しみに拝聴したいと思います。 

 

《幹事報告》 
           公門新治 幹事 

１． 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.256 

 

・ガバナー事務所 

 ①米山記念奨学生“出前卓話”ご利用のお願い 

    申込締切り 8 月 10 日（火） 

 ②ロータリー地球環境保全フォトコンテストのお

知らせ 

③「第 19 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

 ④「交換学生スキーの集い in 白馬 2022」再開のお

知らせ 

⑤第 3 地域ロータリー財団チームニュース 

 

・第 33 回 ＲＩ交換学生スキーの集い in 白馬 

     

・佐世保南ＲＣ 

 2021～2022 年度 市内 8Ｒ会長・幹事 市長表敬訪問

のご案内  

 日  時：8 月 2 日（月）10：00～10：30 

（5 階庁議室） 



IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介   委員 / 松田亜由美 戸畑教幸 内海一洋 （記事担当 松田亜由美） 

本日の合計   36,000 円    累計 180,000 円 

 集合時間：9：45（時間厳守） 

 集合場所：佐世保市役所 1 階ロビー 

 服  装：クールビズ（ノーネクタイ）ですがジャ

ケット着用でお願いします。 

 

・海上自衛隊佐世保地方総監部 

 佐世保音楽隊ファミリーコンサートのご案内 

（ご招待） 

 日  時：9 月 18 日（土）午後 2 時～午後 4時 

（開場午後 1 時） 

 会  場：アルカスＳＡＳＥＢＯ 大ホール 

 

２．伝達事項   

  次回例会は7/26（月）第1回クラブ協議会 小川 信 

ガバナー補佐訪問例会です。 

各委員長は発表していただきますので、必ずご出 

席をお願い致します。ご欠席の場合は代理をお願 

いいたします。 

 

 

《2021～2022 年度指名委員会》 

近藤竜一 直前会長 

2021～2022 年度 指名委員会発足について 

来たる令和 3 年 11 月 15 日開催予定の「当クラブ年

次総会」において、当クラブ次々年度会長および次年

度役員、理事の選任を行わなければなりません。 

 その選任方法に関し、当クラブでは「佐世保北ロー

タリークラブ細則第 3条第 1 節」において、「指名委

員会を開催する」とありますので、その候補者を指名

委員会によって指名させて頂きます。 

 尚、「指名委員会」の構成は、「佐世保北ロータリー

クラブ補足規定第 1 条」により会長、直前会長、会長

エレクト、及びパスト会長全員とあり、委員長は直前

会長とありますので、微力ながら直前会長である私 

近藤が指名委員長に就任させて頂きます。 

 つきましては、第 1 回指名委員会を 8 月 3 日に開催

させていただきますので、関係の皆様におかれまして

は、宜しくお願い致します。 

 

 

《委員会報告》 

船津 学 親睦活動委員長 

本日、例会終了後に、本会場にて親睦活動委員会を

開催します。委員のみなさまよろしくお願い致します。 

 

井上隆三 会員増強委員長 

会員増強委員会を本日例会後に例会場にて開催し

ます。増強活動とクラブフォーラムでの発表内容につ

いて話し合います。委員会メンバーの皆様よろしくお

願いします。 

《ニコニコボックス》 

船津 学 親睦活動委員長 
渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

佐世保市の新型コロナウイルス感染レベルが引き下

げられました。少しずつ通常の生活に戻れるといいで

すね。さて、先週はオンラインでしたが、本日は例会

場での例会開催です。 

皆さんスムーズな例会進行ご協力宜しくお願いしま

す。本日の卓話は青井哲夫会員の親友会員卓話です。

会員一同楽しみにしています。青井会員宜しくお願い

します。 

 

青井哲夫君 

本日、卓話をさせて頂きます新入会員の青井です。大

した話はできませんが、できる限り頑張りますので、

よろしくお願いします。 

 

平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君 

宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 村瀨高広君 

三谷秀和君 松田信哉君 松永祐司君 小川 寛君 

近藤竜一君 船津 学君 西沢 寛君 小西研一君 

井上隆三君 茶村亜子君 渥美大介君 村上英毅君 

戸畑教幸君 早田貴志君 田中博徳君 内海一洋君 

中村祐二君 山下雄弘君  

二ノ宮 健君 鐘ケ江和重君 野口好太郎君 

本日は会場での例会です。青井哲夫会員の新入会員卓

話です。楽しみに拝聴したいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

《佐世保市長表敬訪問》 

 

 


