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例会日：2021.11.29 

Weekly Report 
「新しい時代へクラブの推進力を培おう」 

本日の例会 委員会卓話（RLI 推進委員会） 次回例会 忘年家族会 

《地区大会報告》 

●第１部報告

青井哲夫 会員 

皆さん、こんにちは 

先週に公門幹事より地区大会の内容と感想を 5 分く

らいでいいので今日の例会で発表してくださいとの

お知らせがあったので、感想を話せばいいのかなと軽

く考えていたのですが、今日来てみると卓話ってこと

になっていてびっくりしてしまいました。なので、あ

まり内容は考えてきていないのですが、思い出せる範

囲で話したいと思います。 

 先週の11 月27日は実は先約がありまして、当初は宮

崎市で以前所属していた団体で知り合った仲間達と

忘年会の予定だったのですが、ロータリーでの初めて

の地区大会ということもあり参加しなければならな

いだろうと宮崎のほうは前日の前泊懇だけ参加し

て、当日の朝の 8 時 30 分の飛行機で福岡を経由して

長崎市の地区大会のほうに向かいました。 

当日佐世保に一度帰らなくてはいけない予定が重な 

ったため、開始時間の 13 時に間に合わなくて、13 時

3分に会場に到着しました。その際公門幹事、窪田さ

んに LINE 等で駐車場等の案内をしてもらいました。

ありがとうございました。 

会場に着くと後ろのほうで藤井先生が立っておられ

て北ロータリーの席を案内していただきました。会場

の出島メッセには始めて来ましたがとても立派な施

設でした。隣にヒルトンホテルも併設されており、会

場としては素晴らしいと感じました。 

 式典の 1 部の内容をということでしたので、その話

をしたいと思うのですが、前日の午前3時過ぎまで吞

みすぎてしまいましたのと、移動の疲れからか開始か

ら15分程しか私の記憶がございませんので、覚えて

いる範囲でお話しさせていただきます。すみません。 

 始まってすぐにロータリーソングの唱和がおわっ

たあと、物故者の紹介がありました。 

ロータリーの方はご高齢の方が多いので、14名ほど

おられて、年齢も93歳から62歳までと幅広く、自分も

そんなに長く生きて、こういう場所に来ることができ

るのかと感慨深く感じていました。登録者数は

2080名ほどいるなかで1100名ほどの登録があり、その

うち980名ほどが参加されているとお聞きしました。

コロナ過ということなので、本来はもう少し多い登録

者と、参加者があるのかなと感じました。だいたいの

規模感は理解できたという感じでした。2年後に佐世

保北ロータリーがアテンドするときにもご高齢の方

への配慮等、考えることあると感じました。そのあと

のご挨拶等は塚﨑ガバナーの話くらいまでは覚えて

いるのですが、その後は記憶があいまいなため割愛さ

せていただきます。

これは式典の中の話ではないのですが、休憩の時間

に会場の外でロータリーのグッズ等を売っていると

ころがあって、そこを物色していると緒方ガバナーノ
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ミニーが後ろから肩をポンっと叩いていただいて、

『おう！』と声を掛けてくださり、とても嬉しかった

です。今日はそこで買ったネクタイをしてきました。

11000円と少し高かったですが今日のネタにもなると

か思い購入しました。次回はベルトも購入しようかと思

います。

 本来こういった大会等は参加するときの移動の時

間を会員の皆さんと共に過ごすことも 

大変有意義なことだとは思うのですが、今回それが出

来なかったことが残念でした。次回からは先ほど渡会

会長がお話しされたバス等の移動手段があれば、ぜひ

皆さんと一緒に参加して、懇親会や食事等を楽しんで

良い思い出を作りたいと思います。 

●第２部報告

 山下雄弘 会員 

地区大会本会議第二部についてご報告いたしま

す。第二部ではまず青少年関係の紹介として米山記

念奨学生、国際青少年交換学生、ローターアクトの

紹介がありました。佐世保北ＲＣのミンさんも、赤

い民族衣装を着て立派に登壇されました。 

その後、各委員会報告が行われ、大会決議が選挙人

による全員賛成ということで無事採択されました。 

登録委員会報告の中では、地区大会の登録者が63

クラブ1137 名であることも報告されました。

次に各種表彰が行われました。

佐世保北ＲＣはロータリー賞を受賞。渡会会長が登

壇し堂々と賞状を授与されました。 

佐世保西と言い間違われるハプニングもありまし

たが、大人の対応で粛々と式は進行しました。 

個人表彰では、長年ロータリーに在籍されている

方々に対する表彰もありました。 

私はまだ1年目。まだまだ先は長いと感じました。 

最後に、ガバナーエレクト紹介、次期地区大会ホ

ストクラブ挨拶、ガバナーノミニー紹介が行われま

した。

上村ガバナーエレクトは人力車で派手に登壇さ

れ度肝をぬかれました。また次期地区大会ホストク

ラブの佐賀ＲＣは 35 名がおそろいの緑のジャンバ

ーで登壇され、地区大会に対するやる気を感じさせ

てくれました。

その後に、緒方ガバナーノミニーは徒歩で登壇さ

れたわけですが、約1000名のロータリアンを前に、

冗談を交えつつ、圧巻のスピーチをされ、2 年後の

地区大会を見据え、私も気が引き締まる思いでした。 

そして、17：20、ほぼ時間通りの進行で、最後の点

鐘が行われ、地区大会は無事終了となりました。 

●地区大会報告「記念講演レポート」

公門新治 幹事 

「オリンピック・コロナ・まちづくり」 

 建築家 隈 研吾 氏 

1954 年生。東京大学大学院建築学専攻終了。 

1990年隈研吾建築都市設計事務所設立。東京大学教授

を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。その土

地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマン

スケールのやさしくやわらかなデザインを提案して

いる。コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求を

通じて、工業化社会の後の建築のあり方を追求してい

る。

 現代の社会は集中して都市化しており、ストレス社

会になっている。このまま進んでいくと世界は持たな

いのではないかと危惧されています。 

 そこで現在の考え方は、集中型だったものは、分散

化へ、都市化されてきたものは、緑地化へ、坂道を上

がっていたことを、下ることへシフトチェンジされは

じめました。 

 国立競技場の設計は 6 年前に始められていたが、ま

さにコロナ禍とオリンピック開催が重なり、分散化、

緑地化と相重なった。コンクリートでなく木をメイン

にした建物を作ろうと考えたそうです。47 都道府県

の木材を調達し、南向きの方向から沖縄、九州の木材

を使用されています。木や石の建築物は1000 年持つ

ということで、木をメインに使った法隆寺を参考にさ

れています。コンクリートの建物は歴史も浅く100

年持たないということです。これまでのほとんどのオ

リンピック施設はその後寂れていったそうで、そうは

したくない思いますがあったそうです。

 また、国立競技場の他にも、メモリードの施設や、

太宰府のスターバックス、湯布院の美術館、snowpeak

の木のトレーラーハウス等を手掛けられています。 

コロナの後、日本古来からの文化である、それぞれ

の地域、それぞれの場所で個性を持って生きていくと

いう、縄文時代からのシステムが参考になって行くと

思います。コロナという集中の後、日本人のDNA に入 

っている分散が重要になっていると思います。この考

え方を世界に広めていきたいと思っているので、長崎

の皆さんもその仕掛人となってくださいという内容

でした。 

●緒方信行ガバナーノミニー挨拶

佐世保北ロータリークラブ所属の緒方信行でござい

ます。当クラブは私の2023-2024年ガバナー年度には、

創立 40 周年を迎えます。一生懸命準備を進めて参り

たいと思いますので皆様の今後のご協力、ご支援の程

よろしくお願い申し上げ、最後になりますが本日ご参

集いただきました皆様のますますのご健康と、国際ロ

ータリー第 2740地区のますますのご発展を祈念申し上

げご挨拶にかえさせていただきます。



《会長挨拶》 

 渡会祐二 会長 

 11 月 27 日（土）の地区大会には、土曜日のお休の 

日にもかかわらず、長崎市までたくさんの会員の皆様 

にご参加いただきました。誠にありがとうございまし 

た。 

 新型コロナについてまだまだ油断できない状況で 

すので、今回は乗り合いバスや恒例の昼食会の開催を 

控えさせていただきました。そういった中にあっても、 

前泊された会員を含め、多くの皆様にご参加いただき 

ましたことに、改めてお礼申し上げます。 

 新型コロナ禍の開催のためでしょうか、地区の会員 

の登録数が総数の 50％を切る中、当クラブは全員登 

録を行い当日参加者も多数に昇ったことで、存在 

感を示せたものと思います。 

また、前年度の近藤年度の功績として、ロータリー 

賞受賞クラブの表彰を受けることができました。皆様 

を代表して壇上で表彰を受けられたことに、感謝と誇 

りの気持ちでいっぱいです。そのほかにも、米山記念 

奨学会一人当たり寄付額優秀クラブで第 2 位の表彰、 

および福田会員が恒久基金認定者の個人表彰を受け 

られましたことを、ご報告いたします。 

フィナーレ近くには、緒方ガバナーノミニーが壇上

で堂々とご挨拶をなされ、当クラブ初のガバナー輩出 

の実感がいよいよ高まってまいりました。会員の皆様 

も、ご挨拶を聞きながら、ホップステップジャンプの 

思いを新たにされたものと思います。 

 初めて地区大会を経験された方、何度も行かれてい 

る方、会員それぞれのお立場で感じられたところは異 

なるとは思いますが、今回の地区大会に感心した部分、 

もう少し工夫した方が良いと気づいた部分と色々お 

ありになったかと思います。その気づきを、ぜひ再来

年の地区大会に向けて還元・活用していただきた 

いと思います。 

 本日の報告者の公門幹事、青井会員、山下会員の地

区大会報告を楽しみに聞かせていただきます。しっか

りと振り返りのご報告をお願い致します。 

《幹事報告》 公門新治 幹事 

１．例会変更 

・松浦ＲＣ

12 月 8日（水）12：30→18：30～

松浦シティホテル（新会員歓迎会のため）

12 月29 日（水）休会

（定款第 8 条第 1 節（C）により）

・佐世保ＲＣ

12 月 1日（水）12：30～

ホテルフラッグス九十九島

12 月 8日（水）より例会場

レオプラザホテル佐世保へ戻る

12 月29日（水）休会（定款第7条1節により）

・佐世保中央ＲＣ

12 月 2日（木）12：30→18：30～

ホテルオークラ JR ハウステンボス

12 月 9日（木）18：30→12：30～

（第 1 週目が忘家族例会で夜に変更したため）

12月30日（木）休会（定款 7 条第 1 節により）

・佐世保東南ＲＣ

12 月15 日（水） 12月 15 日（水）

12：30→19：00～（忘年例会のため）

12 月29日（水）休会（定款第7条第 1節により）

・ハウステンボス佐世保ＲＣ

12 月 14 日（火）12：30→12 月12日（日）

18：30～

ホテルヨーロッパレンブラントホール

（クリスマス家族例会のため）

12 月21日（火）12：30～

ホテルヨーロッパ吉翠亭（例会場の都合により）

12 月28日（火）休会（定款第7条第 1節により）

２．来 信 

・公財）ロータリー日本財団

財団寄附者表彰品〔宮原会員、渡会会員、藤井会

員、三谷会員、鐘ヶ江会員、近藤会員、公門会

員〕

・ガバナー事務所

①2022学年度 米山記念奨学生面接試験について

（お願い）  緒方ＧＮ、村瀨次々年度地区幹事、ドーチューン

ミントゥさん宛）

日 時：年 12 月 19 日（日）9時集合

場  所：諫早文化会館



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  38,000 円 累計 599,000 円 

②2021年度 GENTS アジェンダと諸事お知らせ

（緒方ＧＮ宛）

③第50回ロータリー研究会ＲＩ会長のご参加につ

いて、コロナ感染対策ご協力のお願い

（緒方 GN 宛）

④2021～2022年度

RLI デスカッションリーダー研修会のご案内

日  時：12 月11日（土）・12日（日）

　      10時00分開始 

場  所：福岡ファッションビル 3Ｆエスケイコー 

ポレーション展示室 3Ｆ 

※野口 RLI 推進委員長がオブザーバー

として参加されます。

⑤地区公共イメージセミナー参加の御礼

⑥風の便り 通刊86 号

３．伝達事項 

①本日、各委員長の皆さまへ半期報告用紙を配布

いたします。12月13日（月）までに事務局へ

メールにてご提出をお願い致します。

②地区大会登録料の請求書を皆さまのセルフBOXへ

いれておりますのでよろしくお願い致します。

③12 月 2日（木）は業務の都合により事務局不在と

なります。よろしくお願い致します。

④12/6（月）次回例会は委員会卓話 野口好太郎

RLI 推進委員長です。

《委員会報告》 

小西研一　親睦活動副委員長

来週12月 6 日（月）の例会終了後、ここ例会場にお

いて、その翌週12月13 日に開催を予定しております

忘年クリスマス会の最終打合せを行います。親睦活

動委員会及びSAAの皆様におかれましては、来週の例

会終了後、お集まり頂きますようお願い致します。 

藤井良介ロータリー財団・米山記念奨学委員長

以下７名の方にロータリー財団より寄付金に対する

感謝状及びバッジが届きました。

渡会祐二 会員

三谷秀和 会員　

近藤竜一 会員

宮原明夫 会員

藤井良介 会員

鐘ヶ江 和重 会員 

公門新治 会員

なお、特別表彰として福田俊郎会員に感謝状及び記念

品が贈呈されました。

　井上隆三 会員増強委委員長

会員増強委員会は、本日例会後、当会場において委員

会を開催致します。メンバーの皆様は宜しくお願い

致します。

《ニコニコボックス》 

中村祐二 親睦活動委員 

緒方信行 ガバナーノミニー 

渡会祐二 会長 公門新治 幹事 

土曜日の地区大会にご参加の皆さんお疲れ様でした。 

コロナ過で開催が危ぶまれていましたが、為せば成る

事が証明されました。とても意義のある開催だったと

思います。クラブ表彰では、ロータリー賞、米山記念

奨学会一人当たり寄付額優秀クラブ第2位を受賞。個

人表彰では恒久基金認定者として福田俊郎会員が表

彰を受けました。おめでとうございます。

さて、本日の例会は第2回クラブ協議会です。発表の

さん宜しくお願いします。

鐘ヶ江和重君 

27日の地区大会、出席された皆様お疲れ様でした。

先日行われた北斗会で準優勝させて頂きました。ドラ

コン 1 つニアピン 2 つ、それと藤井賞を頂きましたの

でニコニコさせて頂きます。

福田俊郎君 平石晃一君 永田武義君 富田耕司君 

藤井良介君 宮原明夫君 峯 徳秀君 蒲池芳明君 

二ノ宮健君 松永祐司君 小西研一君 井上隆三君 

茶村亜子君 村上英毅君 戸畑教幸君 早田貴志君 

内海一洋君 中村裕二君 青井哲夫君 山下雄弘君 

松田亜由美君 野口好太郎君 

27日の地区大会お疲れ様でした。2年後の地区大会頑

張りましょう。 




