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「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 年次総会（近藤竜一 指名委員長）                 次回例会 特別休会 

《新入会員卓話》 

山下雄弘 会員 

 

まずは自己紹介から。私は山下雄弘と申します。 

建築設計事務所を営んでおります。建築物の設計と監 

理が主な業務です。 

資格は一級建築士と設備設計一級建築士を取得して 

おります。 

 

設備設計一級建築士とは、最近できた資格で一級建 

築士の上位資格にあたるのですが、大規模な建築物に

なるとその関与が必要になります。 

私は、昭和 52 年に佐世保市小佐々町に生まれまし 

た。地元の小中学校、佐世保西高校を卒業し、福岡市

の九州芸術工科大学というところに進学しました。 

それから、北九州市の設計事務所に就職しました。そ 

こで、必死に仕事を覚えました。 

このころ資格を取得。この会社に 16 年ほどいまして、 

4 年前に佐世保に戻ってきて独立しました。 

 

 

 

次に私がこれまで手掛けた仕事を紹介します。 

私は 24 歳で働き始めて、今 44 歳なのでちょうど 20 

年間、建築設計の仕事をしてきました。 

これまで手掛けた建物は全部で 30 棟あります。 

このうち、おもしろそうなものを何件かピックアップ 

してご紹介します。 

 

《ちくほ図書館》 

福岡県飯塚市ちくほ町にある図書館です。就職して 

3 年目に始めて担当した大きなプロジェクトです。 

大きくうねった 1 枚屋根と赤い壁が特徴の建物です。 

建物は使われ始めて、年月をかさねていくことで、完 

成に近づいていくと思います。 

 

他にもいくつか手がけた仕事を紹介しました。 

 

今は福岡の仕事が多いですが、当然、佐世保でも仕 

事をしていきたいと思っています。 

ただ、九州の西の端のこんな小さな設計事務所が九州 

とか全国の物件を手がけていくようになったら、 

それはそれで面白いとも思いますし、逆に佐世保につ 

くった建物を、中央に情報発信できるようになってい 

けたらいいなと思っています。 

 

ロータリーに入って、職業奉仕という言葉を教えて 

いただきました。私の職業を通した奉仕は、設計した

建物を介して使う人々を笑顔にすることかなと思っ

ています。最後に青臭くなってすいません。 
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【今  回】会員数  39 名  出席  24 名    欠      席  7 名   出席規定免除会員（8）出席 6 名 ビジター 0 名   出 席 率  --.--％ 

【前々回】会員数  39 名  出席  24 名    メークアップ 0 名   出席規定免除会員（8）出席 7 名                 修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2021～2022 年度 ＲＩ会長 / シェカール・メータ ガバナー/塚﨑 寛 



《会長挨拶》 

                渡会祐二 会長 

 

先週の長崎新聞の記事に、田中会員の事業所の九州 

電力が主催する「みらい絵日記コンクール」の記事が

ありました。お子さんたちの思考力や創造力を磨く場

となる素晴らしい事業だと感じました。また、当クラ

ブの会員がこのような事業に関わり活躍するお姿を

見て大変嬉しく思いました。 

さて、ロータリーは月ごとに月間テーマが定めらて 

おります。今月 11 月はロータリー財団月間となって 

います。 

ロータリー財団と当クラブの関わりでまず思いく 

のが、毎年の会員の皆様からの寄付になります。佐世 

保北クラブは、毎年ガバナーの定める寄付目標を見事 

に達成してまいりました。また、例年のように、地区 

から「ロータリー財団年次寄付一人当たり寄付額優秀 

クラブ」を受賞しております。 

今年度も藤井委員長・三谷副委員長のご努力と、た 

くさんの会員の皆様のご協力のおかげで、無事、地区

の設定する目標を達成することができました。心より

お礼申し上げます。先週の例会で藤井委員長から発表

をいただきましたが、週報にも該当会員の皆様のお名

前の記載がなされておりますので、ご参考下さい。 

なお、当クラブが過去どのような表彰を受けてきた 

のかは、現況報告書をみることで分かります。事務局

の窪田さんが毎年しっかりと更新をしてくれいてい

ます。一度、目を通していただければと思います。 

次に、ロータリー財団と関連するものとして、地区補 

助金があります。その概要をいいますと、一定の要件 

を満たすことで、事業を実施するにあたり、上限はあ 

るものの費用の半額が地区の補助金で賄うことがで 

きるものです。 

この地区補助金事業も、当クラブは積極的に利用し 

てきました。近年でいいますと、児童養護施設若竹寮

の支援、宮原会員のゆかりのチーム 4×4 の支援、水

泳教室など、地区補助金を活用して素晴らしい事業を

行っております。今年も元オリンピック選手の山口美

咲さんをお招きして水泳教室を開催し、成功に終わり

ました。 

こういったロータリー財団に関わる当クラブの歴 

史について、ベテラン会員の皆様は改めて思い起こし

ていただき、また若手会員の方はしっかりと頭に入れ

ていただき、今後のロータリー活動の参考にしていた

だければと思います。 

本日は、新入会員の山下会員の卓話です。どんなお

話を聞かせていただけるのか大変楽しみにしており

ます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

《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 

 特別寄付金明細書 

     

・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 

 ①GETS・GNTS 開催要項について（緒方 GN 宛） 

  開催日時：2021 年 12 月 6 日（月） 

    登録開始：午前 9時 開会時間：午前 9時 30 分 

終了時間：午後 4 時 20 分 

    会場：JP タワーホール＆カンファレンスホール 1 

 ②2021～22 年度 国際ロータリーゾーン 1A、2，3 

第 50 回ロータリー研究会記念講演会 

    オンライン視聴のご案内（視聴無料） 

    2021 年 12 月 8 日（水）開場 14：30  

開会：15：00 閉会：16：45 

   『ポストコロナの生命哲学』 

講演者：福岡伸一青山学院大学教授・生物学者 

 

２．伝達事項 

 

①11/14（日）13 時より地区公共イメージセミナー

が ZOOM にて開催されます。緒方ノミニー、公門

地区委員、蒲池委員長、よろしくお願い致します。 

②11/15（月）次回例会は「年次総会」近藤竜一指

名委員長です。皆さまご出席をよろしくお願い致

します。 

 

《ロータリーの友紹介》          

  井上隆三 公共イメージ雑誌文献委員 

表紙ですが、「明日は我が身」という題で、豚のウェ

イターが涙しながらポークステーキをはこんでおり

ます。危機感をもって生きていきましょうとの事で、

ちょっと切ない絵になっております。 

・P4 RI 会長メッセージ 

・P7 インドで出会った笑顔の子供たちという特集に

のっている。 

インドは近年、経済の急成長をとげております



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  31,000 円    累計 524,000 円 

が、掲載された写真のスラム地域では、街が大

量のゴミに包まれています。このゴミの中に牛

や人が混在し不衛生な環境の中で生活をして

います。 

このような中で小林さんというポリオワクチ

ン投与をされている方の体験談やその活動を

とうしての感想が書かれていますのでどうぞ

ご一読ください。 

・P16 11/5 からの 1 週間はインターアクト週間とい

う事で日本の高校生の奉仕活動が紹介されて

います。 

・P18 2022 年国際大会が開催されるアメリカヒュー

ストンの街の特徴や住民の特徴などについて

書かれています。 

裏表紙 

・P4 デジタル技術って？という題材で東京工業大学 

栄誉教授 末松教授が光ファイバーの作りや技 

術、テレワーク、光通信、コンピューターの進 

化の歴史など詳しく紹介されています。 

・P16 ロータリーアットワーク日本各地のＲＣの奉仕 

活動が紹介されています。 

その中で大きくとりあげられているのが岐阜県 

の高山中央ＲＣレーザー加工機で高校生と感染 

予防啓発の看板を製作。 

木材やアクリル板に印字彫刻ができアイデア次 

第で多様なものを作ることが可能という事で注

目して読みました。 

 

 

《委員会報告》 

小西研一 親睦活動副委員長  

来月 12 月 13 日（月）18 時 30 分より、ここセントラ

ルホテル佐世保において、忘年クリスマス会を予定し

ております。近日中に案内を送信させて頂きますので、

ご確認の上、出欠のご回答をお願いします。当クラブ

の忘年クリスマス会は、伝統的に奥様、若しくは旦那

様のみの帯同となっております。年末のひとときを子

供の世話から解放され、会員の皆様と奥様方、旦那様

方とアダルトな時間をすごしましょうというのがそ

の意図です。過去に 1 度、お子様をお連れになった会

員の方がいらっしゃいましたが、皆さまにおかれまし

ては、あらかじめご留意頂きますようお願いします。

出し物は皆さまをめくるめくイリュージョンの世界

に誘うものとなっております。お楽しみに！ 

 

村瀬高広 ロータリー情報委員長  

本日18時30分からパスト会長会及び指名委員会を開

催いたします。場所はグランドファーストイン佐世保

です。よろしくお願いいたします。 

 

茶村亜子 国際奉仕委員長  

今年の国際大会ですが、6 月 4 日～8 日まで、アメリ

カテキサス州のヒューストンで行われます。 

早期登録が 12 月 15 日までとなっております。 

 

ご登録ご希望の方は国際奉仕委員会までお願いいた

します。 

 
 
《ニコニコボックス》 

中村祐二 親睦活動委員 

 

渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事 

過ごしやすい秋から冬へと移り変わってきましたね。

「文化の日」や「勤労感謝の日」と祝日が 2 日ある

11 月、旬の食べ物やイベントも多くなってきました

ね。11 月 27 日の地区大会も我々ロータリアンには年

間最大のビッグイベントです。ぜひ皆さん参加して、

地区大会を体験して下さいね。 
本日の卓話は山下雄弘会員の新入会員卓話です。会員

一同楽しみにしています。 
 
平石晃一君 

今日は山下雄弘さんの卓話ですね。楽しみに拝聴いた

します。 
 
富田耕司君 藤井良介君 宮原明夫君 峯 徳秀君 

村瀨高広君 三谷秀和君 松田信哉君 二ノ宮健君 

松永祐司君 近藤竜一君 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 田中博徳君 内海一洋君 中村祐二君 

青井哲夫君 山下雄弘君 鐘ヶ江和重君 

野口好太郎君 

本日の山下雄弘さんの卓話、楽しみに拝聴いたします。 
 

 


