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【今 回】会員数

53名

出席 31名

【前々回】会員数

53名

出席 33名

欠

席
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メークアップ 0名

出席規定免除会員（7）出席 5名 ビジター 2名

出

出席規定免除会員（7）出席 5名

修正出席率 --.--％

《ゲスト卓話》
「地域における青少年育成の取組み」
学校法人九州文化学園法人本部長
安部雅隆 氏

学校法人九州文化学園法人本部の安部雅隆と申し
ます。この度は佐世保北RC様の卓話にお招きを頂き、
大変光栄に存じます。私も佐世保RCに5年程所属して
おりますが、
今後ともクラブ同士連携を図らせていた
だきながら、
この地域の発展のために寄与できればと
考えます。何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、卓話では「青少年育成」の取組みに関してお
話を差し上げました。まず、卓話の前半で紹介したの
が、佐世保RCが2018-2019年地区大会の記念事業とし
て実施した「ハワイ短期留学プログラム」でございま
す。本事業は、市内の高校生14名を選抜し2週間の短
期留学に参加してもらうというもので、語学力向上・
現地の文化や考え方の理解等、
「国際教育」を育成目
的としたものでありました。
現地ではハワイ大学カピ
オラニ校と協力し、
現地の先生による語学の授業や文
化体験を通じて、
参加高校生の国際感覚を醸成できた
事業であったと自負しております。
また、卓話の後半では、私が所属する九州文化学園
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での育成方針や教育事例を紹介させていただきまし
た。本学園は幼稚園から大学・大学院まで有する総合
学園として、県北地域在住の青少年への教育に従事し
て現在に至っております。
卓話では2019年に新設した
九文小中学校での教育方針や取組事例を主に紹介い
たしました。このご時世での青少年育成に重要な4要
素を「国際教育」
「IT教育」
「日本文化・歴史教育」
「職
場教育」と述べましたが、小中学校では前出3つの方
針を特に理念として掲げ、
公立学校とは異なった教育
カリキュラムを実践しています。
現在の青少年育成は、一言で申し上げると「やりに
くく」なっています。18歳人口減少に伴う子供の能
力・積極性の低下、育成に係る人材確保の難しさ等が、
その原因です。今後の青少年育成は、教育機関のみな
らず、
地域全体で取り組むべき課題になると確信しま
すし、
そこにはRC会員の皆様のお力が必要になります。
今後もご協力を賜れれば幸甚です。

《会長挨拶》
渡会祐二 会長
本日は、佐
世保ロータリ
ークラブの安
部雅隆様のご
来訪を心より
歓迎いたしま
す。三谷青少
年委員長によるお声がけと聞いておりますので、
当ク
ラブの青少年事業を行うにあたって参考にさせてい
ただこうと思います。会員一同楽しみに拝聴させてい

第 3 回クラブフォーラム（松田信哉会長ノミニー）

次回例会

新入会員卓話（菊永伸生会員）

ただこうと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
さて、本日はたくさんの報告事項があります。
まず、5月17日の火曜日は今年度の最終の市内8クラ
ブ会長幹事会が開催されました。その中で、第6グル
ープの小川 信様から衛星クラブの設立やオンライン
例会の実施など、
当クラブの取組についてお褒めの言
葉をいただきましたので、
皆さんにご報告いたします。
翌5月18日には、パスト会長会が開催され、40周年
に向けて各パスト会長からたくさんのご意見をいた
だきました。ありがとうございました。来週の創立40
周年記念事業についてのクラブフォーラムの参考に
なったと思います。
松田ノミニーにはどうぞよろしく
お願い致します。
5月19日は新旧理事懇談会が開催されました。これ
は、次年度に向けて、今年度の理事から次年度理事へ
の引継ぎを兼ねての懇談会で、
例年開催されるもので
す。次年度理事の皆様は、今年度理事のご意見を活用
し、
次年度の活動に繋げていただくようお願い致しま
す。なお、同日の理事会におきまして、福岡東ロータ
リークラブ（
「福岡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です。
）との友好クラブ締結
が承認されましたので、あわせてご報告いたします。
そして、5月22日は、市内8クラブのゴルフ大会でし
た。新型コロナの影響もあり、3年ぶりの開催でした
が、当クラブからは8名が参加しております。
結果ですが、
クラブのグループラインで既に見られた
方もおられるかもしれませんが、
クラブ対抗戦では準
優勝の成績を収めることができました。
準優勝の商品
は、北斗会に寄贈させていただきます。
船津会員・青井会員がお子様の運動会のため残念な
がら欠席でポイントゲッターを欠く中でしたが、
初参
加の今井会員がニアピン賞をとり全体でも8位と大活
躍をされました。そのほか、当クラブのトップには７
位で松永会員、12位で藤井会員とご活躍いただいてお
ります。私はと言いますと、105と自分の中ではなか
なかだったですが、順位は85名中56位と微妙でした。
クラブ対抗戦の優勝は、
本日ご来訪されている安部
様が所属されている佐世保ロータリークラブでした。
流石です。安部様もゴルフがお上手とのことで、聞く
ところによりますと、
土曜日に行われたコンペでドラ
コン2個・ニアピン2個をとられたとのことです。
次年度は、佐世保クラブに負けないよう、ぜひ北斗会
の皆様で優勝を目指していただきたいと思います。

《幹事報告》

②RLI研修会Part1～Part3 修了証&バッジ
（緒方会員、村瀨会員、中村会員）
・ガバナーエレクト事務所
①2022～23年度 米山記念奨学委員長セミナー開
催のご案内
日 時：6月18日（土）受付
13：30～ セミナー
14：00 開会/16：30閉会予定
会 場：西九州大学 佐賀キャンパス
出席対象者：緒方ガバナーノミニー、村瀨次々年
度地区幹事、三谷 米山記念奨学委
員、村上次年度米山記念奨学委員長、
米山記念奨学生 ドーチューンミ
ントゥさん
②2022～23年度 第2740地区 地区主要行事予定表
・佐世保中央ＲＣ
第48回佐世保市内8ＲＣ親睦ゴルフ大会会長賞寄
贈のお願い
２.伝達事項
①5/26（火）18：30よりグランドファーストイン
佐世保にて第6回次年度理事会が開催されます。
②本日、19：30よりＮビル2階にて佐世保北フレ
ンドシップロータリー衛星クラブ第2回例会が
開催されます。
③5/30（月）次回例会は松田信哉会長ノミニーによ
る第3回クラブフォーラム「創立40周年記念事
業フォーラム」です。
《来訪ロータリアン》
佐世保ＲＣ 安部雅隆 君（本日の卓話者）
福田金吾 君

《委員会報告》
公門新治 幹事

１.来

懇談会』開催のご案内
日 時：7月1日（金）11：45～15：00
（終了予定）
受付開始は10：45です（昼食をご用意致します）
会 場：グランドプリンスホテル高輪B1
「プリンスルーム」
会 費：お一人 10,000円

信

・ガバナー事務所
①『2022～23年度 ガバナー・元・次期ガバナー

松田信哉2023年度会長ノミニー
来週の会員卓話は40周年記念事業のフォーラムとな
っております。皆様にとって2年後の一大事業として
非常に重要な内容となっていますので、できる限り、
ご参加よろしくお願いします。

《RLI 研修会》
全セッションを修了され、緒方信行君・村瀬高広君・
中村祐二君の 3 名が DL の認定を受けました。

また、昨日の第48回佐世保市内8RC親睦ゴルフにご参
加の皆さんおつかれさまでした。新入会員の今井さん
も大健闘されたということで、
佐世保北RCは団体準優
勝の報告をいただきました。
おめでとうございます！！
地区大会実行委員長 富田耕司君
地区大会実行副委員長 近藤竜一君
本会議部会長 船津 学君
５月17日、地区大会のPRビデオ撮影参加の皆様、お疲
れ様でした。当日は抜けるような青空のもと、和気あ
いあいと撮影が進みました。皆様の笑顔が素晴らしい
ビデオになると思います。
8月にはお披露目できると思います。皆様、楽しみに
お待ちください。
峯 徳秀君
市内RC親睦ゴルフ大会にご参加の皆様、
お疲れ様でし
た。見事な団体準優勝、北斗会会長として、嬉しいか
ぎりです。
本日卓話を頂く佐世保RCの安部雅隆君、
福田金吾君の
ご来訪を心より歓迎致します。
三谷秀和君
今日は安部さん、福田さんのご来訪心より感謝致しま
す。ゴルフご教授お願い致します。

《ニコニコボックス》
松尾祐輔 親睦活動委員

佐世保北ロータリークラブ 福田金吾 君
佐世保 RC の福田と申します。
ロータリー人生初、
他クラブへメークアップにまいり
ました。
地区でも一番勢いのある北クラブ様から色々
と吸収して帰りたいと思います。
そして安部さんの卓話、
大いに期待していただければ
と！本日はどうぞ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
本日は佐世保ロータリークラブ福田金吾様、
安部雅隆
様のご来訪心より歓迎いたします。
安部様には第2740
地区ローターアクト委員として本日卓話を頂戴しま
す。会員一同楽しみに拝聴させていただきます。
IT 会報委員会 委員長 / 渥美大介

小西研一君
22日に開催されました野辺山ウルトラマラソン100キ
ロの部に参加し、無事完走しました！タイムは12時間
22分でした。皆様の応援が背中を押してくれました。
有難うございました！
福田俊郎君 富田耕司君 藤井良介君 古賀新二君
宮原明夫君 蒲池芳明君 村瀨高広君 松永祐司君
西沢 寛君 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 内海一洋君
中村祐二君 山下雄弘君 山口貴史君 松尾祐輔君
二ノ宮 健君 松田亜由美君 野口好太郎君
荒木利恵子君
本日は佐世保ロータリークラブの安部雅隆様、福田金
吾様、ご来訪心より歓迎いたします。会員一同、楽し
みに拝聴させて頂きます。

本日の合計

委員 / 松田亜由美

戸畑教幸

41,000 円
内海一洋

（記事担当

累計 1,134,000 円
戸畑教幸）

