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『私の職業』
山口貴史 会員

佐世保北ロータリークラブの皆様、こんにちは。令
和４年１月に入会させていただきました、山口 貴史
（ヤマグチタカシ）で御座います。どうぞよろしくお
願いいたします。私のメインのお仕事は、訪問鍼灸専
門の「からだ元気鍼灸治療院 佐世保店 佐世保中央店」
の２店舗を有限会社ＮＹ設計企画（ユウゲンガイシャ
エヌワイセッケイキカク）の敬護事業部にて運営させ
ていただいております。法人名のとおり、私の既存事
業は、建築コンサル業、小規模建築工事業、不動産オ
ーナー業でしたが、5 年ほど前これから不透明な時代
を勝ち抜いていく為に、
多動力という新たなエッセン
スが必要であると感じましたので業種転換に挑戦し、
又、私が生まれ育った佐世保で将来にわたって必要不
可欠な業種だと感じましたので、全国で 200 店舗以上
展開されている「からだ元気治療院」というフランチ
ャイズに加盟させていただきました。私たちが提供さ
せていただいているサービス内容を簡単に説明させ
本日の例会

委員会卓話（Ｒ財団・米山記念奨学委員会）
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ていただきます。70 歳～75 歳以上のご高齢者と身体
障がい者の方々を対象に、はり・きゅう治療を、お医
者様の同意に基づき、対象者様のご自宅や施設にお伺
いし鍼灸治療をさせていただく安心の訪問専門の鍼
灸治療院です。介護保険ではなく健康保険がご利用で
きますので利用者様のご負担の軽減につながります。
逆をいえばリザクレーション的な要素はまったくあ
りませんので健常者の方はご利用できません。
これか
らのご高齢者様の新たな在宅ケアのひとつとしてス
タッフ一同、さらに頑張ってまいります。この訪問鍼
灸治療の利用者様のほとんどは 75 歳以上の後期高齢
者です。歩行困難や、お身体のどこかが不自由な状態
で治療が開始されていきますが、当院施術スタッフは
治療部位だけでなく利用者様の心にもアプローチさ
せていただいております。治療開始から数か月後、な
んとか外出できるまでに回復され、利用者様から「社
長さん、ありがとう。〇〇先生は、いつも自分のこと
を気にかけてくれるのが嬉しい。」という言葉をいた
だきました。
素直に訪問鍼灸事業を起こしてよかった
と社会貢献の意義を改めて感じさせられました。現在、
佐世保エリアで訪問専門の鍼灸業としてはお陰様で
地域 No.1 店を目指して事業を運営することができて
います。さらに、去年からですが株式会社ネクステー
ジという別法人を立ち上げ、12 月に地域密着型通所
介護「だんらんの家 上相浦」という屋号で小規模デ
イサービスをオープンさせていただいております。現
在グループ全体で国家資格保持者 14 名、サポートス
タッフ 6 名、計 20 名を抱えることができるまでに成
長できましたので、今後、地域の皆様に愛され必要と
されるお店作りは勿論、
「三方よし」の精神で徐々に
事業拡大していくことが社会貢献に繋がっていく事
だと信じています。
次回例会

会員卓話（創立記念卓話 福田俊郎 会員）

少し長くなりましたが、
これからも佐世保北ロータ
リークラブメンバーの一員としてより一所懸命頑張
ってまいりますのでご指導ご鞭撻を賜りますようよ
ろしくお願い申し上げます。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長

が 2 回目という中での卓話で、かつ急遽お一人となら
れ、ご準備が大変だったとは思いますが、どうぞよろ
しくお願い致します。
1 月入会された福田直子会員・山口会員・松尾会員、
4 月以降に新たに入会される予定者の方の新入会員
卓話が、本日の山口会員を皮切りに始まります。皆さ
ま興味津々で楽しみにしておられますので、頑張って
ください。なお、当クラブの新入会員歓迎会は、新年
度の 7 月の納涼例会と併せて行われることになって
おりますので、新入会員の皆様には楽しみにお待ちく
ださい。

《幹事報告》

久しぶりの例会場での例会となります。皆様も同じ
だとは思いますが、会場でお会いできることを大変嬉
しく思います。
久々の例会場で、ＳＡＡ、親睦活動委員会の皆様も
戸惑うところもあるかもしれませんが、スムーズな例
会の運営をどうぞよろしくお願い致します。
さて、桜の季節になりました。皆様もあちこちで満
開の桜を見ておられるのではと思います。私の自宅の
裏山には大きな桜が一本あり、日曜日にそれを家族で
眺めるミニお花見を行いました。例年であれば、会員
の皆様やご家族と一緒に観桜会にて楽しいお花見が
できただろうと思うと、
それについて寂しい気持にな
りました。来年こそは、皆様と一緒にお花見ができれ
ばと思います。
前回の例会から 2 週間ありましたので、ロータリー
関係でもいろいろとご報告がございます。
まず、3 月 18 日には、村瀬次年度会長・小西次年
度幹事・公門幹事と私の 4 名で，海上自衛隊の西成人
総監の表敬訪問に行ってまいりました。名誉会員とな
っていただくことについて、快諾いただきましたので
ご報告差し上げます。
3 月 19 日にはゴルフの 3 クラブ対抗戦が予定され
てましたが、天候不良のため順延となりました。改め
てご案内があるものと思います。
3 月 20 日は、ＲＬＩ研修会が実施され、当クラブ
からは、ファシリテーターとして野口会員が参加され
たほか、緒方ガバナーノミニー・村瀬次年度会長、小
西次年度幹事・公門幹事・中村会員にご参加いただき
ました。10 時から 17 時という長い時間の研修でした。
たいへんお疲れ様でした。
本日は、山口会員による新入会員卓話です。例会場

公門新治 幹事
1.例会変更
・佐世保中央 RC 3 月 31 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節）
・佐世保東 RC 3 月 31 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節(d）
（3）
により）
2.来信
・公財）ロータリーの友事務所
衛星クラブ設立で「ロータリーの友」誌への掲載
準備のお知らせと確認事項のご連絡
・公財）ロータリー米山記念奨学会
ハイライトよねやま Vol.264 号
・ガバナー事務所
① 第 7 回日台ロータリー親善会議（福岡大会）
のご案内とご登録のお願い
日時：2022 年 5 月 6 日(金)16：00～
会場：ホテルニューオータニ博多 4F 鶴の間
② 2022～23 年ならびに 2023～24 年度（次々年
度）主要行事予定について
③ ヒューストン国際大会“ガバナーナイト”の
ご案内
開催日：6 月 5 日（日）
時間：19：30 開会～22：00（受付 19：00）
場所：セントレジスホテルヒューストン
登録料：30,000 円
④ 第 2650 地区京都南ＲＣ主催の奉仕事業「令
和の寺子屋」( NHK E テレ放送)が
国際ロータリー情報サイト 「ロータリーボ
イス」に掲載されました。
⑤ 事務所休業のお知らせ
3 月 29 日（火）
緊急の際は地区幹事までご連絡お願い致し
ます。
⑥ 訃報 佐古 亮尊 様 1995～1996 年度ガ
バナー（大村北 RC 名誉会員）

・ガバナーエレクト事務所
① 2022～2023 年度地区研修・協議会開催のご
案内
日時：4 月 24 日（日）
登録受付 12：30 点鐘 13：30
場所：ガーデンテラス佐賀
ホテル&マリトピア
② 2022～2023 年度「地区チーム研修セミナー」
「会長エレクト研修セミナー」終了のお礼
・佐世保中央 RC
2021～2022 年度 第 7 回佐世保市内会長・幹事
会議事次第
・佐世保市役所
市政施行 120 周年記念式典～市政功労者表彰式
の開催について
日時：4 月 1 日（金）
午前 10 時～正午（終了予定）
場所：アルカス SASEBO 大ホール
3.伝達事項
① 3/30（水）18：30 よりしぐれ茶屋にて、第
7 回市内 RC 会長・幹事会が開催されます
② 4/16（日）18 時よりホテルリソル佐世保に
て佐世保フレンドシップロータリー衛星ク
ラブ設立記念式典・祝賀会を開催いたしま
す。案内状を郵送しておりますので返信ハ
ガキにてご出欠を 4 月 8 日までにお願い致
します。
③ 4/4（月）次回例会は委員会卓話 地区米山
記念奨学委員会 委員長 松田洋一君です。

船津学 親睦活動委員長
渡会会長のご挨拶にもありました通り、予定しており
ました観桜会ですが慎重に検討を進めた結果、
中止と
いたしましたことをご報告いたします。
野口好太郎 RLI 推進委員長
3 月 4 日 19 時から ZOOM にて、地区の RLI 推進委員会
合同で委員会を行いました。
内容といたしましては、RLI 研修セミナーについてフ
ァシリテーションの練習を行っています。
3 月 30 日 10 時から ZOOM にて RLI 研修セミナーを開
催いたしました。
当クラブからは、緒方ガバナーノミニー、村瀬次年度
会長、公門幹事、小西次年度幹事、中村祐二会員にご
参加いただきました。ありがとうございました。
2 回、3 回とセミナー続きますので是非、参加をよろ
しくお願いします。
船津 学 北斗会幹事
次回 4 月の北斗会ですが、4 月 30 日開催となりまし
た。案内は近日中に送信いたします。宜しくお願い致
します。

《ニコニコボックス》
中村祐二

《委員会報告》
小川 寛 職業奉仕委員長
５月９日に予定しておりました従業員招待例会はコ
ロナ禍のため中止といたします。

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
本日は久しぶりに皆さんと顔を合わせることができ
て嬉しいですね。感染レベルが下がりましたが、０で
はないのでしっかりと感染対策をしましょう。
先日の RLI 研修会にご参加の皆さんお疲れ様でした。
野口ファシリテーターのしっかりとした進行してい
る姿を見て、北クラブとして誇りに思いました。野口
会員お疲れ様でした。
さて、久し振りの対面での例会ですので、スムーズな
例会進行にご協力ください。本日の卓話は山口会員の
新入会員卓話です。急遽お一人になりましたが頑張っ

てください。楽しみにしています。
平石晃一君
結婚記念日のお花が届きました。おかげで 55 年もち
ました。ありがとうございます。
船津 学君
3 月 26 日～27 日に息子が所属している少年ソフトボ
ールチームが全日本ソフトボール九州大会に出場し
ました。
出場にあたり、皆さまからたくさんのご寄付や物販の
ご協力を頂きまして、本当にありがとうございました。
おかげさまで無事に大会に行ってくることができま
した。
「優勝してきます！」と WEB 例会の時に宣言いたしま
したが、結果は残念ながら一回戦で鹿児島のチームに
負けてしまいました。
しかしながら、市の大会、県大会を勝ち抜き、九州大
会へ進めたことは子ども達にとって貴重な経験がで
きた事、仲間の絆が深まった事、負けて悔しい思いを
した事などたくさんのことにニコニコです。
山口貴史君
新入会員の山口です。今日は頑張りますので、よろし
くお願い致します。また、たくさんのニコニコをいた
だき、有難うございます。

船津太雅君（新 6 年生）と遼太くん（新 4 年生）

新たな地平線を発見しよう
ロータリーファミリーが一堂に会し、ロータリーの活
動成果を祝ってから 2 年が経ちました。仲間と再会
し、地域社会に持続可能なインパクトをもたらす新た
な方法を学び、興味深い分科会や行事に参加するため
に、2022 年ロータリー国際大会にぜひご出席くださ
い。
少し早めに現地に赴き、ロータリー会長主催会
議 in ヒューストン：平和のために奉仕する（6 月 3
日・4 日）にもぜひご参加ください。この行事では、
ロータリーの七つの重点分野を通じて、より平和で回
復力のある社会をどのように支援できるかをご紹介
します。ロータリーの多くの平和構築プログラムに参
加し、世界で平和を築くためのインスピレーションを
得ることができるでしょう。座席に限りがありますの
で、今すぐこちらからご登録ください。
対面式での開催にあたり、新型コロナウイルスに関す
る米国疾病対策センター（CDC）の要件を順守し、そ
の他の安全対策も導入しております。国際大会での安
全プロトコルの詳細については、国際大会ウェブサイ

福田俊郎君 富田耕司君 藤井良介君 宮原明夫君
峯 徳秀君 蒲池芳明君 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 小川 寛君
西沢 寛君 小西研一君 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 松田亜由美君 野口好太郎君
久し振りの対面での例会、皆さまの元気なお顔を拝見
し、楽しく思います。
船津会員のご子息の太雅君と遼太君、全日本ソフトボ
ール九州大会頑張りましたね！次は日本一目指して
頑張ってください。
本日の山口貴史会員の新入会員卓話、心より楽しみに
拝聴いたします。

ト（convention.rotary.org）をご覧ください。
まだ登録されていない方は、ぜひご登録ください。現
在の割引登録料は 2022 年 3 月 31 日までとなってお
ります。2022 年 4 月 30 日までのキャンセルについて
は、お一人様 50 ドルの手数料を差し引いた全額が返
金されます。
ロータリーで最大のイベントである 2022 年ロータリ
ー国際大会（テキサス州ヒューストン）で皆さまをお
待ちしております！

本日の合計
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

36,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 865,000 円
松田亜由美）

