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こんにちは、荒木利恵子と申します。先日、4 月 4
日に佐世保北ロータリークラブに入会させていただ
きました。どうぞよろしくお願い致します。
今日は、私の職業についてお話をする機会をいただ
きましてありがとうございます。私は長年、助産師と
して勤務しております。そして今から５年ほど前、自
分の病気をきっかけに体に良いことを模索していた
頃に“びわきゅう”に出会いました。元々びわの効能
には興味があり、自分でびわのエキスやお茶を作った
りしていましたので、びわきゅうに飛びついたのは言
うまでもありません。びわきゅうを学んでいくうちに
その奥深さに魅了され、
ついには長年勤めた病院を辞
め、自分でびわきゅうサロンを開業致しました。
現在、
開業して２年半ほど経ちますが、今もその効能には驚
かされます。
“びわきゅう”とは聞きなれないかと思
いますが、びわのエキスを使った温灸になります。専
用の器具を使い、もぐさの熱を利用して気になる部分
にびわエキスをしっかり浸透させてから、手や足を使
い丁寧にほぐしていきます。現在、首・肩こり、腰痛、
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膝痛、冷え性、眼精疲労、癌の術後の方などがお見え
になっています。また、助産師でもありますので、週
に１回程度、クリニックで夜勤専門で勤務し、また看
護学校の臨時講師も致しております。私の近い将来の
夢は、「助産とびわきゅうの融合」として助産院を開
院することです。びわきゅうは産後ケアにはとても役
立つと確信していますし、今の佐世保の産科事情を考
えても今後助産院のニーズは高まってくるのではな
いか考えます。簡単にできることではないとは思いま
すが、これから佐世保北ロータリークラブの活動を通
し、色んな学びを深め、夢に向かって精進して参りた
いと思います。精一杯頑張りますので、どうぞご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長
まずは大変悲しいお知らせです。昨日、当クラブの
チャーターメンバーである平石晃一会員がご逝去さ
れたとの報が届きました。心より哀悼の意を表したい
と思います。
さて、4 月 16 日土曜日に「佐世保北フレンドシッ
プロータリー衛星クラブ」の設立式典・祝賀会が開か
れました。ご参加いただきました皆様には誠にありが
とうございました。
塚﨑寛ガバナーをはじめ、ご来賓の皆様からは、設
立のお祝いのお言葉とともに、スポンサークラブであ
る当クラブの素晴らしさについて、
多数のお褒めのお
言葉もいただきました。
設立にあたってご協力いただ
いた福岡東ロータリークラブから大神会長と田村さ
んもご参加いただき、衛星クラブをもつクラブ同士こ
れからも交流を続けていきたい旨のお話もいただき

第 4 回クラブ協議会（地区研修・協議会 報告）

次回例会

特別休会

ました。大変ありがたいと思っております。
また、衛星クラブの田島議長からは、昨日、改めてお
当クラブへのお礼のご連絡をいただきましたので、お
伝えしておきます。
松田ＳＡＡ長をはじめとしたＳＡＡの皆様、船津委
員長をはじめとした親睦活動委員会の皆様には、会場
の設営・会の運営をしっかりと行っていただきました。
その裏では、
公門幹事に式典に向けて奔走いただきま
した。ご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。
これからスポンサークラブとして、
衛星クラブを支
援していくことになります。お手伝いすること、手助
けすることは大事ですが、それだけではなく皆様には
ぜひロータリークラブとしての模範を示していただ
きたいと思います。そのためにも、衛星クラブのメン
バーがいずれ佐世保北クラブに入りたいと思うよう
になる、魅力的なクラブ作りをしてまいりましょう。
そのことが引いては皆様それぞれの研鑽、また事業の
発展につながるものと考えます。
本日の卓話は、荒木会員による新入会員卓話です。ご
準備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。

《幹事報告》
公門新治 幹事
1.例会変更
・松浦ＲＣ
4 月 20 日（水）12：30～13：00
短縮例会
（松浦 RC 定款第 8 条第 1 節（ｂ）により）
4 月 27 日（水）12：30～13：00
短縮例会
（松浦 RC 定款第 8 条第 1 節（ｂ）により）
・佐世保東 RC
4 月 28 日（木）休会
（定款第 7 条第 1 節により）
2.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.265
（セルフ BOX へ入れております）
・ロータリーの友事務所
ロータリーの友 4 月号
・ガバナー事務所
①第 9 回全国インターアクト研究会（ZOOM）
ウェビナーによる開催）当日のご案内
②クラブ活性化セミナー2022 開催について
（第 3 信）緒方ＧＮ宛

・佐世保南ＲＣ
2022～2023 年度 第 2 回市内 8ＲＣ会長・幹事会開
催のご案内(事務局同席)
日 時：2022 年 5 月 11 日（水）18：30～
場 所：ホテルフラッグス九十九島
・佐世保中央ＲＣ
①第 48 回佐世保市内 8ＲＣ親睦ゴルフ大会 幹事
会議事録
②第 48 回佐世保市内 8ＲＣ親睦ゴルフ大会ご案内
（セルフＢＯＸにいれております）
日 時：5 月 22 日（日）午前 11 時 05 分
アウト・イン同時スタート
参加費：10,000 円（ゴルフ・パーティ）
5,000 円（ゴルフのみ）
6,000 円（パーティのみ）
・ハウステンボス佐世保ＲＣ
2021～2022 年度 第 8 回佐世保市内 8ＲＣ会長・幹
事会のご案内
日 時：5 月 17 日（火）18：30～
場 所：ホテルヨーロッパ 吉翠亭
3.伝達事項
①4/21（木）、4/22（金）東京ＪＰタワーホール&
カンファレンスホールにて「クラブ活性化セミナ
ー」が開催されます。緒方ガバナーノミニーよろ
しくお願い致します。
②4/24（日）ガーデンテラス佐賀ホテル&マリトピ
アにて 2022～2023 年度地区研修・協議会が開催
されます。ご出席の緒方ＧＮ、各委員長他オブザ
ーバー参加の皆さまよろしくお願い致します。
③4/24（日）第 9 回全国インターアクト研究会 ZOOM
ウェビナーにより開催されます。
佐世保高専顧問堂平先生他 2 名のＩＡＣの学生
が参加いたします。
④4/25（月）次回例会は第 4 回クラブ協議会「地
区研修協議会報告」小西研一次年度幹事です。

《ロータリーの友紹介》
蒲池芳明 公共メージ雑誌文献委員長
ロータリーの友４月号
横組み
4 月は母子の健康月間です。RI 会長メッセージは母
親の幼児の健康に関する支援活動を検討する絶好の
機会です。今年度ロータリーの新しい重点分野である
「環境」を取り上げています地域を保護するための活
動が、特に最も貧しいとされる地域で、いかに地域経
済を発展させつつ、地域環境を保護していくか検討し
ています。

P7〜P13 特集母子の健康
「男性の育児休業」と「生理の貧困」この二つは日本
の健康を推進するための大きな鍵です。何ができるか
考えてみましょう。男性の育休取り組み、育児は 24
時間フル回転で休みなしそこから見えてきた家族と
仕事のあり方を考える記事です。コロナ禍でアルバイ
トなどが無くなり経済的困窮で生理用品が買えない
学生達へのロータリーの取り組み記事です。
P14〜19
1989 年ロータリークラブへ女性の入会が認められて
から 33 年。全世界では会員数の 23％を占めています
が日本ではまだ 7％、北 RC では 7.5％です。そこで女
性会員へのアンケートを取られた内容が記載されて
います。
① 女性会員がもっと増えた方が活動しやすくなる。
② とんちんかんな気遣いより自然体で男女区別な
く接して下さいと望まれています。
P20〜P23
ロータリーのルールはどうやって決まるのか？規定
審議会の流れが載っていますので是非ご一読くださ
い。
縦組み
P4〜P8
国際ロータリー第 2560 地区 I M 記念講演要旨
「命を頂いて繋いでいくこと」
私達助産師は陣痛に苦しむ母親に「頑張ろうね、も
うすぐ元気な赤ちゃんに会えるよ」と励まします。で
も、死産の子を出産する母親には、何と言って励ませ
ばいいのでしょうか。産声の上がらない分娩室で、母
親の鳴き声だけが悲しく響きます。
「亡くなっている
と分かっています。でも、一晩抱いて寝たい」母親は
一滴二滴と滲んでくる乳を指に取り、赤ん坊の口元に
運んでいました。泣かない赤子を抱えてもなお、母は
母であり続けるのです。
母親とは実に強い存在なのだ
と実感した体験でした。
母親はその子を産まなければ
ならない、という酷い現実をご存知ですか。お産は命
懸けの行為でありながら最近は自殺する子供達が増
えている。私もあなたも皆、お母さんが痛みを耐えて
産んでくれた命だ、ということです。
大切なのは「命」も大事だけど、何よりも「あなた」
が大事だということ。親のメッセージは家族、学校、
地域、そして施設での「日々の暮らし」の中での、ち
ょっとした振る舞いやしぐさから、
子供たちには伝わ
っていく事を語っています。生きてて良かったと思え
る社会を残すよう語りかけています。是非ご一読くだ
さい。

《委員会報告》
小西研一 次年度幹事
本日例会終了後、本例会場におきまして、次年度クラ

ブ管理運営委員会による 8 委員会の合同委員会を開
催します。関係会員の皆さまはご参集願います。
また、
本日 18 時 30 分よりグランドファーストイン佐世保に
おきまして、
次年度親睦活動委員会及び会員増強委員
会の合同委員会が開催、22 日(金)18 時 30 分より、グ
ランドファーストイン佐世保におきまして、次年度奉
仕プロジェクト青少年委員会・社会奉仕委員会・イン
ターアクト委員会の合同委員会が開催されますので、
関係会員の皆さまはご出席頂きますようお願い致し
ます。
野口好太郎 ＲＬＩ推進委員長
皆さんお疲れ様です。ＲＬＩ推進委員会野口です。昨
日、国際ロータリー第 2740 地区ＲＬＩ研修セミナー
が実施されました。連日のお疲れのところ緒方ガバナ
ーノミニーをはじめ、村瀨次年度会長、中村次年度委
員長に出席していただきました。今回が 2 回目セミナ
ーだったんですが、1 回目と比べて皆さん緊張も少し
ほぐれて、活発な意見が出ておりました。大変いいセ
ミナーになりました。5 月 8 日に 3 回目の最終セミナ
ーがございますので、宜しくお願いします。
船津 学 北斗会幹事
セルフボックスの中に市内 8 ロータリークラブ親睦
ゴルフ大会の開催案内を入れております。5 月 22 日
(日)佐世保カントリーゴルフクラブです。ゴルフをさ
れている方、始めたばかりの方、これから始められる
方、たくさんの参加をお願い致します。どうぞよろし
くお願い致します。

佐世保北フレンドシップロータリー
衛星クラブ創立記念式典
《祝辞》
第 2740 地区

2021～2022 年度
塚﨑 寛ガバナー

皆さん今晩は。 ガバナーの塚﨑です。
先ずを以って、 本日 4 月 16 日、佐世保北 RC 様の
38 回目の創立記念日、誠におめでとうございます。

この日に合わせての佐世保北フレンドシップロータ
リー衛星クラブの創立記念式典が賑々しく開催され
ます事を､心よりお慶び申し上げます。二重の大慶の
至りであります。 本日は衛生クラブ誕生がメインの
祝事と伺っております故、創立記念の祝辞とさせ
て頂きたく存じます。
皆さんご存知の通り、衛星クラブは 2013 年 (約 9
年前)に新ロータリークラブ結成に必要な会員数に満
たない場合のオプションとして導入されました。20
名を要する通常の RC と異なる事は、衛星クラブは 8
名で結成する事が出来、既存の RC とは異なる環境
(Web 上など) で、種々な奉仕のチャンスを地域の
人々やロータリアンに提供できると言う事です。貴衛
星クラブは佐世保北 RC をスポンサークラブとして、
助言や支援を受けられます。衛星クラブの皆さんもこ
れからは、立派なロータリアンとしてみなされ、正式
には佐世保北 RC の会員となられる訳です。現在の佐
世保北 RC の会員数 42 名 (1 月末)+衛星クラブの会員
数９名で合計 51 名となられます｡
どうか、先輩ロータリアンからロータリアンとして
の心構えをしっかりと学び､地域社会に貢献できるロ
ータリアンとして育って行かれる事を願っておりま
す。これから社会貢献活動を行うに当たり、まず第一
に大切な事はお互いの親睦であります。お互いをよく
知る事､そして親睦を深め、共通の奉仕活動意識を高
め、一体感を持って下さい。奉仕はしてあげるのでは
なく、させて頂くと言う意識を持って下さい。本日は
この後、設立記念祝賀会がございます様で、 会次第
を見ておりましたら、福岡 東 RC から田村志朗さん、
大神朋子会長さんがお見えになっていらっしゃるよ
うですが、私も 4 月 10 日 (日)に福岡国際会議場での
同期ガバナーの貫さんの地区大会へお邪魔しており
ました。聞くところによりますと、田村さんは衛星ク
ラブ設立に大変お詳しく、当地区の衛星クラブ設立に
於きましても大変ご尽力を頂いたそうで、心より感謝
申し上げます。福岡東 RC さんも「福岡東令和あけぼ
のロータリー衛星クラブ」と言う衛星クラブを持って
いらして、西山一星議長さんを中心に日々活動されて
おられるとお聞きしております。
どうか佐世保北フレンドシップロータリー衛星ク
ラブも、福岡に追い着け追い越せの勢いで、大いに学
び、立派なクラブとしてロータリアンとして成長され
て行かれる事を祈念しております。
本日はこの様に記
念すべき式典・祝賀会にお招き頂き、誠にありがとう
ございました。
最後に、佐世保北フレンドシップロータリー衛星ク
ラブ様、スポンサークラブの渡会会長様始め、佐世保
北 RC の皆様方、併せてご参列の多くのクラブ、ロー
タリアンの皆様方の益々のご活躍を祈念申し上げま
して、私の祝辞とさせて頂きたく存じます。ご清聴あ
りがとうございました。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長
このたび、「佐世保北フレンドシップロータリー衛
星クラブ」が 2022 年 2 月 24 日付けで認可されました。
そのスポンサークラブの会長として、一言、ご挨拶申
し上げます。
まずは、本日はご多用の中、またコロナ禍の中、国
際ロータリー第 2740 地区ガバナー塚﨑寛様、パスト
ガバナー千葉憲哉様ご夫妻、第 6 グループガバナー補
佐小川信様にご出席いただきまして、誠にありがとう
ございます。地区の皆様のお陰をもちまして、無事、
設立にまで至ったものと思います。
とくに塚﨑ガバナ
ーには、ガバナー月信の 8 月号で衛星クラブへの取組
に触れていただきましたし、設立が認可された際には
祝電をいただいております。この場を借りて、お礼申
し上げます。
また、福岡東ロータリークラブより会長大神朋子様、
田村志朗様にも遠方よりご出席いただき、誠にありが
とうございます。福岡東ロータリークラブ様は、「福
岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブ」のスポンサ
ークラブをされており、
今回の衛星クラブの設立に関
しまして、アドバイザーとして多大なご協力をいただ
いたクラブです。心よりお礼申し上げます。
田島議長をはじめ、衛星クラブのメンバーの皆様、
本日はおめでとうございます。本日 4 月 16 日は佐世
保北クラブの創立記念日でもあります。その記念日に、
設立式典を開けることは二重の喜びです。
皆様は衛星クラブのメンバーであるとともに、
佐世
保北クラブの一員でもあります。佐世保北クラブの
故・村上寅雄初代会長が掲げておられた「1 に親睦、
2 に親睦、3・4 がなくて 5 に親睦」という親睦を大事
にする佐世保北クラブの精神をどうぞ知っておいて
ください。そのことを胸に、素晴らしいクラブ作りに
励んでいただきたいと思います。スポンサークラブと
して精一杯サポート差し上げるつもりです。
さて、設立の経緯について、詳しくは後ほど緒方ガ
バナーノミニーからお話があると思いますので、少し
だけ触れさせていただきます。
私がクラブ会長に就任したころ、緒方ガバナーノミ
ニーから「渡会君、衛星クラブって知っている？」と
尋ねられました。お恥ずかしいですが、クラブ定款に
記載がある程度しか知らず、具体的な中身はわかって
いませんでした。
そのような中、緒方ガバナーノミニーが先頭をきっ
て、福岡東ロータリークラブ様から情報をいただき、
クラブ内で何度も勉強会や議論を重ねました。
衛星ク
ラブは、スポンサークラブである当クラブの会員増強
としての役割を果たすことや、新たなクラブの輪・親
睦の輪を広げるものであることを理解し、設立を進め
ようと話になりました。そして、とうとう今回の衛星
クラブの設立にたどり着いたものです。したがって、

第一の功労者は緒方ガバナーノミニーであると感じ
ております。
ガバナーノミニーとしてのお仕事も大変
お忙しい中取り組んでいただいたことに、心より敬意
と感謝を申し上げます。
もう一つ、衛星クラブ設立に至った背景には、佐世
保北クラブのチャレンジ精神があると思います。当ク
ラブはコロナ禍の中、市内で唯一、オンライン例会を
取り入れるなど、新しいことにも積極的に取り組んで
きました。このチャレンジ精神は、本日も参加いただ
いているクラブのチャーターメンバーの皆さんから
綿々と築いてこられた精神です。皆様には、そのこと
を知っていただければ幸いです。
さあ、９名の皆さん、いよいよスタートです。私は、
９名の皆様を輝ける９つの星、ナインスターと心で呼
んでいます。ナインスターの皆さん、輝く衛星クラブ
を作っていってください。そして、北クラブと車の両
輪のように協力し合い、親睦の輪を広げるとともに、
奉仕の理想を実現していきましょう。！
最後になりますが、佐世保北フレンドシップロータ
リー衛星クラブの発展と、本日ご臨席の皆様のご健
康・ご多幸を祈念しまして、スポンサークラブ会長の
挨拶とさせていただきます。

佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ議長
田島 慎 君

皆さんこんばんは。
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブの議
長を仰せつかりました田島慎です。
この度は、国際ロータリー第 2740 地区塚﨑寛ガバナ
ーを始め、千葉憲哉パストガバナー、まさこ令夫人、
佐世保南ロータリークラブより小川信第６グループ
ガバナー補佐、福岡東ロータリークラブより大神朋子
会長、田村志朗様、佐世保北フレンドシップロータリ
ー衛星クラブをスポンサーしていただきます佐世保
北ロータリークラブの皆様、私ども佐世保北フレンド
シップロータリー衛星クラブ設立記念式典・祝賀会に
お集まりいただき本当にありがとうございます。
また、スポンサークラブ佐世保北ロータリークラブの

皆様、このような素晴らしい佐世保北フレンドシップ
ロータリー衛星クラブ設立記念式典・祝賀会を開催し
ていただき本当にありがとうございます。
それから、緒方信行ガバナーノミニーをはじめ佐世
保北ロータリークラブ渡会祐二会長、佐世保北ロータ
リークラブの皆様には、
佐世保北フレンドシップロー
タリー衛星クラブ設立にあたり、多大なるご支援・ご
指導・ご協力いただき、本当にありがとうございまし
た。おかげさまで、この日を迎える事が出来ました。
本当にありがとうございました。また、私たちに佐世
保北フレンドシップロータリー衛星クラブという機
会をいただき感謝いたしております。
たくさんの方々の前でごあいさつするのも数年振
りの事で何度も何度も練習を重ねてまいりましたが、
大変緊張しております。
どうぞよろしくお願いします。
私は、2014 年 9 月より佐世保北ロータリークラブ
に入会させていただいておりましたが、諸事情により
お昼の例会出席が困難になった為、
退会いたしており
ました。5 年 10 ヶ月の短い間でしたが大変有意義な
楽しい時間をロータリアンとして過ごさせていただ
きありがとうございました。入会当初は何もわからな
い私でしたが、力不足ながら、先輩方々のご指導によ
り、会員増強委員会委員長・副幹事・IT 会報委員会
委員長と理事の役職もいただき貴重な経験をさせて
いただきました。
退会から空白の期間、ロータリーE クラブなど活動
時間の合う団体への入会を検討しておりましたとこ
ろ、緒方信行ガバナーノミニーと渡会祐二会長より佐
世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ設立へ
の大変ありがたいお誘いをいただき今日にいたって
おります。これから先、佐世保北ロータリークラブの
サテライトクラブ（衛星クラブ）のメンバーとして、
また、お世話になる事となりました。
皆様、今後とも、
どうぞよろしくお願いします。
今月の 4 日と 11 日に佐世保北フレンドシップロー
タリー衛星クラブ設立に向けて、緒方信行ガバナーノ
ミニー・渡会祐二会長のご指導の下、模擬例会を開催
いたしました。おかげさまで、9 人のメンバーに恵ま
れ、短い時間ではございましたが、メンバー同士、顔
を合わせ懇親を深めさせていただきました。一人一人
個性豊かで人柄も良く、
これからの活動を楽しみにし
ています。これから先、佐世保北フレンドシップロー
タリー衛星クラブのメンバーがロータリアンとして
有意義な楽しい時間を過ごせるクラブにしていきた
いと思える２日間でもありました。
まだまだ手探りの状況ではございますが、2740 地
区初のロータリー衛星クラブとして、皆様のご期待に
こたえるよう、出来るところから少しずつではござい
ますが、ロータリーの目的・四つのテスト・奉仕の理
念の理解と実践のもと、
佐世保北ロータリークラブ初
代会長 村上寅雄先生が仰られておりました、
一に親

睦、二に親睦と親睦を深める事を第一に楽しくやって
いきます。とは言え、クラブの運営にあたりまだまだ
分からない事が沢山あります。色々教えてください。
よろしくお願いします。また、個性豊かなメンバーゆ
えにこれからいたらぬ面も多々あるかもしれません。
その時はご遠慮なくご指導いただければ幸いです。
私たち佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラ
ブは、毎月第 2・4 月曜日の午後 7 時 30 分より、2740
地区ガバナーノミニー事務所にて例会を開催いたし
ます。来月 5 月 9 日より第１回例会を、9 名のメンバ
ー“9 Star”でスタートさせていただきます。メーク
アップも可能ですのでお時間が合えばどうぞよろし
くお願いします。

の変化を起こすことができるはずです。
「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」
また「己の才能は、天から授かったもの」と言われま
す。ですから私たちは、その授かりものをお返しする
のです。
私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろうと
しますが、この世を去るときにはすべてを残していき
ます。
ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く、本物
の何かを残すことができるでしょう。
私たちに与えられた時間は今です。
この機会は二度と
訪れるものではありません。
「世界へのプレゼントになろう」
K.R. ラビンドラン（2015-16 年度ＲＩ会長）

《恩送り》

私は、33 歳でロータリークラブへ入会し、11 年と
いうまだまだ短い期間ではありますが、様々な経験を
させていただきました。
多くのロータリアンとの出会いのおかげで今の自分
があります。
「田村君は、ロータリー活動に熱心だよね」とよく
言われますが、自分が大勢の人に助けられてきたとい
う思いや、感謝の気持ちがあるからこそなのです。
恩返しする唯一の方法は、誰かを助けることだと、ラ
ビンドラン会長はおっしゃっています。
衛星クラブの設立は、私のロータリーライフの中で
「恩返し」、そして次の世代へと続く「恩送り」その
ものでもあります。
衛星クラブ設立という「恩送り」が今後、当地区に
もっと広がっていくことを心から祈念しております。

国際ロータリー第 2700 地区
福岡東 RC 田村志朗 様

この度の佐世保北フレンドシップロータリー衛星
クラブの設立誠におめでとうございます。
大変僭越ではありますが、一言祝辞を述べさせていた
だきます。
2015 年 ロータリーの友７月号に掲載されていた、
ラビンドランＲＩ会長の「Pay it Forward」
（恩送り）
というメッセージが私のロータリーモーメントに火
をつけました。ロータリーに入会し約 11 年たちます
が、現在までの私の行動の原点となっています。
以下、ラビンドランＲＩ会長のメッセージを一部ご紹
介します。

地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、
そして献身と熱意など、
誰でも与えることのできる何
かをもっているはずです。
私たちは、ロータリーを通じて、これらを世界にプレ
ゼントすることで、誰かの人生に、そして世界に、真

《佐世保北フレンドシップロータリー
衛星クラブ設立に寄せて》
国際ロータリー第 2740 地区
千葉憲哉 PDG（2019～2020 年度）諫早北 RC
佐世保
北フレン
ドシップ
ロータリ
ー衛星ク
ラブ設立
記 念 式
典・祝賀
会おめでとうございます。第 2740 地区では初めての
衛星クラブの設立です。設立にあたって、佐世保北フ
レンドシップロータリー衛星クラブ会員 9 名の皆様
はじめ、佐世保北 RC の渡会会長はじめ、会員は皆様
の賢明な御努力によるものと思います。親クラブの会
員を集めるだけでも大変なのに、設立の 9 名を集める

だけでも大変です。設立にあたってはさぞかし、皆様
の多大な苦労だったろうと推察されます。世界では衛
星クラブ数は 945、総会員数は 5400 人だそうです。
その一つになることができました。関東・近畿地区で
は衛星クラブの新設は耳にしますが、地方都市ではな
かなか設立は困難とされています。
近年にない快挙と
いえます。難産の子ほどよく育つといわれます。心か
ら拍手を送ります。
ところで、親クラブの佐世保北 RC は次々年度緒方
信行さんが第 2740 地区のガバナーに就任されます。
振り替えりますと、緒方さんがガバナーデジグネート
に推挙されると、ガバナー年度の成功に向け、直ちに
準備委員会を立ち上げ、資料集めと勉強会、他地区で
の研修を重ねられています。会員数がやや小規模のク
ラブで、地区・クラブ同時運営を心配していましたが、
一昨年の IM の開催に驚きました。コロナ下であるゆ
えに、ハイブリッドによる IM でした。同じ第６グル
ープの佐世保北 RC、佐世保南 RC, 佐世保東 RC、佐世
保中央 RC、佐世保東南 RC、ハウステンボス佐世保 RC
の 6 クラブが一体となっており、まるで、地区大会の
予行練習みたいな素晴らしい運営でした。小規模クラ
ブでもグループクラブと一体になれば、地区運営など
が可能であることを実証しました。IM では事前を含
め当日まで予行練習が何度もあり、
パネリストの私ま
で予行練習に付き合わされました。
佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ会
員は同時に、佐世保北 RC のロータリアンということ
にもなります。親クラブの佐世保北 RC は「ロータリ
ーとは何か？」を学ぶには伝統と実績があるクラブで
す。同クラブの OB 会員には小西宗十さんがいらっし
ゃいます。小西宗十さんはロータリー哲学を確立した
アーサーＦシェルドンの研究者であり、シェルドン原
本の翻訳家として知られております。日本のロータリ
ー歴史上、貴重な貢献をされました。小西宗十様、桟
護 様は OB として今も「ロータリー哲学」の御指導を
されております。このようにロータリーの本質を知る
には素晴らしい環境ですから佐世保北フレンドシッ
プロータリー衛星クラブ会員はロータリアンとして
立派に成長されると思います。
最後に、緒方さんはビートスイミングの全国展開を
されておりますが、水の中だけでなく、地上でも人を
泳がすのが上手な方です。緒方さんは佐世保北 RC の
福田先生、永田さんをはじめ、多くの会員をロータリ
ー国際大会まで遠泳に連れ回しております。次々年度
のガバナー年度では老若男女関係なく、第 2740 地区
の全ロータリー会員を「ロータリープール」に飛び込
ませるつもりであると聞いています。ぼぉーとしてい
たらと緒方さんは助けてくれません。佐世保北フレン
ドシップロータリー衛星クラブ会員も溺れないよう
にしっかりと「緒方ロータリープール」での泳ぎ方を
学んでください。本日はおめでとうございました。

《祝辞》
第 2700 地区福岡東ロータリークラブ会長
大神朋子 様
佐世保北フ
レンドシップ
ロータリー衛
星クラブの創
立を心からお
祝い申し上げ
ます。
そして、佐世
保北ロータリークラブの創立 38 年をお祝い申し上げ
ます。
ここにお集まりの皆さまに、私どもがこの慶びの場に
立ち会わせていただく機会を与えていただき感謝致
します。
このご縁は、昨年 11 月に、貴クラブの緒方信行ガ
バナーノミニーが福岡東令和あけぼのロータリー衛
星クラブの視察にお見えになったことがきっかけだ
と思います。
それから半年もたたずに設立のこの日を
お迎えになられたことに敬意を表します。
当クラブは、1970 年 9 月に創立され 2020 年 9 月に
50 周年を迎えました。その際の記念事業として、本
日参加している当クラブの田村会員さんら実行委員
の発案で衛星クラブを設立することとなりました。
2020 年 7 月に発足した「福岡東令和あけぼのロー
タリー衛星クラブ」ですが、正直に申し上げますと、
当初は古参の会員は衛星クラブというものに懐疑的
であったように思います。第 2700 地区でも 2 番目に
設立した衛星クラブであり、衛星クラブ自体が知られ
ておりませんでした。
古参の先輩会員は、「若いもんがロータリー活動の
何を知ってるんだ」「誰がおるのかようとわからん」
などなかなか積極的関わってくれず困った反応でし
た。衛星クラブにも様々な形態がありますが、令和あ
けぼのは、ロータリー活動未経験者のみ、平均年齢お
よそ 36 歳の 10 人のメンバーでの発足でしたから、無
理もない反応だったかもしれません。
しかし、福岡東のメンバーが卓話を行うなど指導を
行い、メンバーひとりひとりの自力もありましたから、
２年目の今は目を見張るような衛星クラブならでは
の活動を積極的に行っています。コロナ禍の下でも、
当然のようにリモートでの活発に活動を継続し、今は
本クラブに刺激を与えてくれる存在です。
ロータリーは変わりつつあると言われます。次年度
会長ジェニファーＥジョーンズ氏はロータリーの「多
様性、公平さ、開放性」
（DEI）の声明を重視されてい
ます。ロータリーへの、若い人、女性の参加の増加が
望まれる中、
衛星クラブはこれを実現してくれる存在
です。佐世保フレンドシップロータリークラブのメン

バー（９ＳＴＡＲ☆）には、ロータリー経験者もおら
れ、多士済々の方々であり、必ずや活気ある活動をさ
れるものと思います。
ロータリーの未来のために、佐世保北ロータリーク
ラブ、そして、佐世保北フレンドシップロータリー衛
星クラブの発展を願っています。
本日はおめでとうございました。

《祝辞》
諫早南ロータリークラブ幹事
千葉まさこ 様
本日は、佐
世保北ロータ
リー衛星クラ
ブのご創立お
めでとうござ
います。
私は、ご紹介
にあずかりま
した、千葉ま
さこと申します。諫早南ロータリークラブ会員です。
そして、パストガバナー千葉憲哉の妻でもあります。
ある事情で、緒方さん、そして外間さんとの深い因縁
から、いつも夫婦で佐世保に顔を出しております。
主人は、「俺はなんでもてんとやろか？」とよく言っ
ております。そしたら、同じクラブの方が、「奥さん
がいつも側にいるからさ」と答えたとか。私は決して、
妨害してはおりませんが。もてないのは自己責任かと
思います。幸い、緒方さん初め、佐世保北ロータリー
クラブの皆様にはもてているのかなと思います。もし、
真実はそうでなくても、
そういうことにしておいてく
ださい。俗に、”真実は毒”と言いますので。
さて、衛星クラブは 8 人いれば、創立できるそうで
す。普通のロータリークラブは 20 人なので、運営の
諸条件が緩やかになっています。そして、親クラブ、
スポンサークラブの支援の下、共にロータリークラブ
の奉仕活動を体験していきます。充実感を味わえたら、
周囲の人間に声をかけて衛星クラブ会員を増やし、や
がては独立したロータリークラブとなることができ
ます。
このシステムは、近年、世界的にロータリークラブ
会員が減少していく中で、考え出されたものです。昔、
ロータリークラブ入会はステイタスとされていまし
た。入会条件も厳しく、実際、なかなか入れなかった
そうです。今は会員も増えて、ステイタスとは思いま
せんが、過去のイメージから、一般の方々の意識にお
いて、入会への壁が高いように感じられます。
国際ロータリーは、親しみやすく、入りやすいイメー
ジを与え、また、新しいロータリークラブを作りやす

いシステムを模索しています。その１つが、この、衛
星クラブです。
現在および今後のロータリークラブは、外から見た、
「ステイタス」より、ロータリアンの心の内にある「誇
り」で評価されるべきでしょう。そして、高い志を以
て、社会で必要とされる活動を実践し、評価されなけ
ればならないと思います。
佐世保北ロータリークラブがさらに大きく発展する
ためにも、衛星クラブの皆さんのお力は大いに役立ち
ます。
そして、その経験を以て、さらに衛星クラブとして
大きく発展していけば、やがて近い将来、新しいロー
タリークラブが創設されます。そうなることを願って、
私からのお祝いの言葉と致します。
本日は、御創立、誠におめでとうございます。

佐世保北フレンドシップロータリー衛星クラブ会員
『★☆★☆ ９★ＳＴＡＲ ☆★☆★』

《万歳三唱》
第 2740 地区第 6 グループガバナー補佐
小川 信 様

ブに刺激を受けて本クラブも一層邁進しましょう。ま
た、昨日の RLI 研修会パート 2 にご参加の皆さん連日
お疲れ様でした。さて、本日の卓話は荒木利恵子会員
の新入会員卓話です。頑張ってください、会員一同楽
しみにしています。
二ノ宮 健君
先日の衛星クラブ設立記念式、無事に終了されまして、
心より御祝い申しあげます。当日、所用の為に出席出
来ず申し訳ありません。本日例会後に、次期クラブ管
理運営委員会を開催致しますので小委員会、8 委員会
の皆様出席よろしくお願いします。
公門新治君
昨日は 18 回目の結婚記念日でした。素敵な素敵な花
束が届きました。ありがとうございました。

「クラブ活性化セミナー」
4/21（木）、4/22（金）
東京ＪＰタワーホール&カンファレンスホール
緒方信行ガバ
ナーノミニー
が出席されま
した。2 日間の
セミナーお疲
れ様でした。

《本日のご来訪者》
佐世保南ロータリークラブ
宗 博美
牟田恵介

君
君

ご来訪ありがとうございました。

《ニコニコボックス》

荒木利恵子君
本日は、「私の職業」について卓話をさせて頂く機会をい
ただきましてありがとうございます。どうぞ宜しくお願い致
します。
福田俊郎君 永田武義君 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 松田信哉君 松永祐司君 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
青井哲夫君 山下雄弘君 山口貴史君
鐘ヶ江和重君 野口好太郎君
先日の衛星クラブ記念式典に参加された皆さまお疲
れ様でした。
設立メンバーであるナインスターズの皆
さまをお迎えできた事、大変嬉しく思います。本日は
荒木利恵子会員による新入会員卓話、楽しみに拝聴さ
せていただきます。4 月 2 回目の例会です。松尾会員
による新入会員卓話楽しみにしております。

山下雄弘 親睦活動委員
佐世保南ロータリークラブ 牟田恵介君
南クラブ牟田です。よろしくお願いします。
渡会祐二 会長 緒方信行 副会長 公門新治 幹事
チャーターメンバーの平石会員の訃報が届きました。
オンライン例会での一番乗りでログインされて、皆さ
んにお声掛けいただいた姿が思い出されます。
謹んで
ご冥福をお祈りいたします。
一昨日の、佐世保北フレンドシップロータリー衛星ク
ラブ設立記念式典・祝賀会にご参加の皆さんお疲れ様
でした。久し振りの行事でしたので、不手際な点が
多々ありましたが、ご容赦下さい。S.A.A.の皆さん、
親睦活動委員会の皆さん、お疲れ様でした。衛星クラ
IT 会報委員会

委員長 / 渥美大介

委員 / 松田亜由美

ロータリーに
長年ご尽力頂
いた平石晃一
会員のご冥福
をお祈り致し
ます。
平石会員、
ありがとう
ございました。
本日の合計
戸畑教幸

40,000 円

内海一洋

（記事担当

累計 973,000 円
渥美大介）

