
会長　橘F 克和君
みなさん、こんにちは。長崎県
では、今までめったに無かったゴ
ルフ男子プロのトーナメントを見
学して参りました。土曜日に行き
ましたので予選落ちの石川亮君は
出ていませんでしたが、男子プロの追力ある
プレーを堪能しました。TVでよく見るプロを、
間近で見る楽しみは、やはり現場でしか味わ
えませんので行って良かったと思います。
話は女子プロに変わりますが、同日行われ

ましたトーナメントで横峯さくら嬢が優勝し
ました。先週が準優勝で今週が優勝という事
で実力発揮というところでしょうか！新聞に
も載っていましたが、獲得した賞金の先週分
（1,200万）の全てと、今週の優勝賞金の全部と
も一部とも言われていますが、宮崎の口蹄疫
対策に寄付するとの事でした。個人的には、
正直申しあげますとあまり好きなプレーヤー
では無かったのですが、こんな事を実際に実
行する素晴らしい人柄と心の温かさに打たれ、
これからは、応援したいと思っております。

○ロータリーソング「四つのテスト」
○卓話者
長崎県警察本部警務部警務課
犯罪被害者支援室長警視　山田　哲朗 様

相浦警察署　警務課
相談係長　松永　　悟様

幹事　石井　正剛君

１．譛ロータリー米山記念奨学会ニュース
ハイライトよねやま123号
2010年5月14日発行

２．「ロータリーの友委員会」
委員長　上野　　孝君
副委員長　安平　和彦君

「一般社団法人 ロータリーの友事務所」設立
法人化のお知らせ

３．第2740地区ガバナー事務所
地区幹事　高木　義和君

①「一般社団法人 ロータリーの友事務所」
設立のご報告
②6月ロータリーレートのお知らせ
1ドル＝ 92円（現行92円）

４．佐世保学園長 竹下　　基
もとい

様
「社会を明るくする運動」月間における意見
発表会の開催について（ご案内）
日時／平成22年7月2日貊

午後1時30分～3時30分
会場／佐世保学園体育館

（次年度へ伝達）
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 
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○北郷新世代統括委員長（長崎出島RC）
・次年度、この新世代部門の統括をする委員
長の北郷（ほんごう）です。

○草野インターアクト委員長（長崎出島RC）
・地区研修会：4ヵ月に1回開催。
・顧問の教師と提唱ロータリーとの意見交換
会を開催予定。
・年次大会：2010年7月31日貍～8月1日豸
全日空グラバーヒル
・後期指導者研修会：2011年1月下旬or 2月上旬
・国際交流としてキングスクール（佐世保南
RC）との交流会を廃止。
・インターアクトとローターアクトの交流会を
促進する。（インターアクトからローターア
クトへ、会員増強の意味も含めて）

○藤岡ローターアクト委員長（長崎RC）
①ロータリーへのお願い
・提唱ロータリアンへRAC例会参加のお願い
・会員増強のお手伝いのお願い
・バザーの開催に商品提供のご協力のお願い
・ロータリー内の懇親会等へ参加のお願い
②ローターアクトのお約束
・RACの例会開催案内の実施
・RACの活動報告をロータリー例会で4半期ご
とに実施。

○小川地区ライラ委員長（佐世保南RC）
〈ＲＹＬＡ〉
・第１回：1980年5月(佐世保RCホスト）
・第31回：2009年11月14日～15日(佐世保南RC

ホスト）
・第32回：（福江RCホスト）

○瀬戸口国際青少年交換委員長（有田RC）
・第1回：1962年、オーストラリアに2名の派
遣（佐世保RCホスト）
・諫早地区：次年度諫早北ＲＣがスポンサー
クラブとなり、他の4クラブがホストクラブ
として協力。（フランスとの交換学生）

■次期幹事　古賀　　巖君
蘆基調講演
野口 清パストガバナー
規定審議会にて３つの大きな変

更点が決まりました。

5．大村ロータリークラブ
週報No.30～37

6．長崎県広報公聴課長
「ながさき県政出前講座」パンフレット送
付について（ご案内）

（次年度へ伝達）

７．例会場変更
6月9日貉の例会は、玉屋全館休館の為、例
会場変更で、富士国際ホテル12時30分～と
なります。

日　時／平成22年５月15日貍　13時～17時
場　所／有田町 博記念堂
出席者／（肩書きは次年度）

飯田会長、米倉クラブ奉仕委員長
有薗職業奉仕委員長
芹野国際奉仕委員長
松尾国際青少年計画世界社会奉仕委員長
増本副幹事、古賀幹事

■次期クラブ奉仕委員長　米倉洋一郎君
クラブ奉仕部門
次年度の目標が会員増強と会員

の退会防止であるので、その話が
ありました。

■次期副幹事　増本　一也君
第3分科会
新世代部門（15:05～15:55）

○武井パストガバナー
（佐世保RC）

・シカゴの国際規定審議会で国際青少年交換
プログラムが廃止の危機に見舞われました。
発展途上国が経済的負担が重いという理由
で、この動議を出された様ですが、大変な
僅差でしたが否決はされました。
この制度は私自身思い出深く大変意義ある
事業だと考えております。
皆さんにも今後この制度の存続に、ご尽力
を頂ければ大変幸いです。

（2）

2010～2011年度地区協議会報告
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1．Eクラブを各地区２つまで認める。
2．人頭分担金がこれから5年間半年ごとに値
上がっていく。

3．四大奉仕部門が、五大奉仕部門に変わった
（新世代が加わった）。
今後日本語に翻訳されて各クラブに届くの

で、よく読んで頂き、今回の決定につき、ク
ラブで不服がある場合はＲＩに申し立てること
ができ、全クラブの５％以上の反対があった
場合は、その事項は否決になります。

蘆職業奉仕部門 分科会（社会奉仕委員会合同
分科会）
飯田会長・有薗大委員長・松尾小委員長・
古賀幹事
ロータリーは職業人の集まり、業務を通じ

て社会に奉仕するのが職業奉仕。
各クラブで、「職業奉仕」の意味を会員自身

でしっかり考えて頂きたい。
１．職業奉仕委員長が、例会で「職業奉仕」
について１回以上卓話をする。

２．炉辺会合のテーマに「職業奉仕」を取り
上げる。
地区の職業奉仕委員長セミナーを開催する

ので、各クラブ２名程度出席を。
平成22年9月18日貍　13:30～16:30
佐賀県立九州陶磁文化館

蘆社会奉仕委員会　分科会（職業奉仕委員会
合同分科会）
・委員会テーマ　原点に立ち戻って考え、そ
して行動しよう。
・ロータリーの親睦も大切なので、親睦と奉
仕の調和を心がけよう。
・担当委員長は、社会奉仕（活動）にまつわる
卓話を例会にて行ってほしい。
地区社会奉仕委員会セミナーを2回予定して

いる。
6月12日貍と11月27日貍　13:30 点鐘　
出席者は、社会奉仕担当委員長

■次年度国際奉仕委員長　芹野　隆英君
国際奉仕・米山記念合同分科会
5月15日貍 有田町 博記念堂２階会場にて開
催されました。
クラブ内での奨学事業に対する理解促進に

努め、寄付増進を図れということが最重要課
題でした。
「手引き」と「豆辞典」を預かりましたので、
遠田次年度委員長に渡し活動に役立てて参り
ます。

■財団奨学・米山委員会
副委員長　古原　　進君

譛ロータリー米山記念奨学会へ、幸良秋夫
会員よりご寄付いただきました。

■地域発展委員会 委員長　木村　公康君
市民大清掃（空き缶回収キャンペーン）
日時／6月6日豸 8:50集合　9:05開始
場所／佐世保公園（名切公園）
20名位の方の参加をお願いします。

朗遊会幹事　加納洋二郎君
5月23日豸市内8クラブ親睦ゴルフ大会が開

催されます。当クラブでは第5回朗遊会として
開催いたします。皆様、時間を良く確認して
頂き、ご参加の程よろしくお願い致します。

出席委員会　池田　　誠君
○永年会員表彰
福田　金治君（33回）

○出席100％表彰
米倉洋一郎君（21回）
有薗　良太君（8回）
鬼木　和夫君（4回）
平尾　幸一君（3回）

委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

慶　　　祝
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てニコニコします。
また、留守中に結婚記念月のお祝い品が届

いていました。有り難うございました。

安福鴻之助君
体調不良につき早退します。ギリシャの不

景気風に当たって、風邪を引いてしまいまし
たので！

古原　　進君
1．長期間欠席して申し訳ありません。
2．この間、記念のお祝品を頂きっぱなしで申
し訳なく、お詫びの意味でニコニコします。

山下　尚登君
ご無沙汰しております。セルフボックスに

チラシを入れさせて頂いております。3年毎に
行っております「能」を7月11日豸に開催いた
します。今回は「佐世保能～青少年に能楽を
伝えるために～」と題して、小・中・高生を
無料招待とし、教育委員会にもご後援頂くこ
とになっておりますが、600席の有料席の販売
が前提となっております。つきましては企業
協賛のお願いと申込書を次回お配りしますの
で、どうぞよろしくお願い致します。

加納洋二郎君
誕生祝いありがとうございます。

福田　金治君、平尾　幸一君、米倉洋一郎君
永年会員および出席100％表彰ありがとうご

ざいます。

円田　三郎君、飯田　満治君、副島　正義君
古原　　進君、木村　公康君、川冨　正弘君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

井手　孝邦君
「茶摘」合唱

（4）

ニコニコボックス 本日合計 27,000円

累　　計 837,000円

◇

親睦活動委員会　米倉洋一郎君
○誕生月のお祝い
安部　直樹君（19日）
加納洋二郎君（24日）

○結婚記念月のお祝い
円田　三郎・幸子　様ご夫妻（3日）
田中　信孝・さと子様ご夫妻（7日）
飯田　満治・節子　様ご夫妻（10日）
松尾　弘司・喜美子様ご夫妻（10日）
副島　正義・三重子様ご夫妻（14日）
古原　　進・洋子　様ご夫妻（18日）
木村　公康・智里　様ご夫妻（22日）
川冨　正弘・玲子　様ご夫妻（30日）

親睦活動委員会　原田　　孝君

山縣　義道君、原田　　孝君、飯田　満治君
池田　　誠君
相浦警察署　松永 悟様の卓話に期待すると
ともにお礼として。

副島　正義君
安福、西村さんご夫妻と大神さんにお供し

て、地中海クルーズの旅10日間に行く事がで
きました。この年齢で海外旅行など夢のまた
夢と思っていましたが、皆さんのご親切と庇
護のお蔭で迷惑を掛けながらも全行程を同行
出来て、この上も無い喜びです。感謝を込め

ニコニコボックス

歌 の 時 間
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『長崎被害者支援センター』

長崎県警察本部警務部警務課
犯罪被害者支援室長
警視　山田　哲朗 様

当センターは、犯罪被害者やご遺族に対す
る直接的な支援に加え、地域住民一人一人に
犯罪被害者等の実態、被害者支援の必要性、
命の大切さについて理解を深めて頂き、社会
全体で犯罪被害者等を支援していくという機
運の醸成を図ることが大きな目的であります。
平成20年12月10日に公安委員会から早期援

助団体に指定され、現在、被害者支援自動販
売機及び募金箱の設置にご協力頂ける民間施
設を探しております。皆様のご支援をお願い
致します。

『挫折こそ　すべての始まり』

相浦警察署警務課
相談係長　松永　　悟様

私の人生は、浮き沈みが激しい人生です。
ガンを患って落ち込み、ボクシングのチャン
ピオンになって最高の気分を味わい、次には
妻の入退院で気分が落ち込み、そして息子が
長崎県警察学校に入学したことによって、今
は喜びで一杯です。
私は、18歳の時に長崎県警察学校に入学し

ました。そこには、全国にないボクシング部
があったことが今の私を支えていると言って
も過言ではありません。19歳の時には、長崎
県の国体予選で優勝し、いろいろなボクシン
グ大会で入賞していましたが、勤務の都合で
練習不足となり、25歳の時に引退しました。
平成15年6月、数日前から気になっていた首

にできたしこりが、職場の定期健診で要精密
検査となり、長崎労災病院を受診しました。
検査の結果、頚部リンパ節へのガンの転移と
宣告された時に、私の頭に浮かんだのは「死」
の一文字でした。頭のてっぺんから血の気が
下方に一度に引いていく感触を覚えました。
佐世保総合病院でリンパ節切除術を受けまし

たが、転移の原因となった原発巣はＭＲＩ画
像では確認できず、ガンの本体がわからない
状態が続きました。主治医には、「何か体に異
変が起こったら、すぐに知らせてください」
と硬直した表情で言われ、自分の人生は48年
で終わりなのか、とあきらめと絶望の念を抱
き、私の気持ちは急速に落ち込んでいきまし
た。
そんな時、心配して泣く家族の姿を私は目

の当たりにしました。家族は、気分が落ち込
んでいく私の姿をずっと見ていたのでした。
苦しんでいるのは俺だけではなかった、と思
った時、私は初めて前向きに生きなければと
いう気持ちを持ち始めました。
リンパ節切除から一年後に、ついに原発の

ガンが扁桃腺に見つかりました。手術後に受
けた放射線治療の副作用のため、何も味がし
ない食べ物を噛みしめるという食生活が続き
ました。1年ほどで味覚は戻りましたが、唾液
が出なくなったためペットボトルを常時携帯
して喉の乾きを防ぐ必要がありました。主治
医からは、「ガンが転移している可能性が高い。
肺などに転移していればもう助からない」と
いう死の宣告をされ、生まれて初めて命の期
限を突き付けられた瞬間でした。
しかし、私は既に前向きに生きる意志を固

めていました。たとえ、自分が99％の確率で
死ぬとしても、残る１％の可能性にすべてを
賭けようと思いました。このような時、同じ
境遇に置かれた方々の紹介を受けて、東京都
内の有名な整体師と出会い、「昔、目指してい
た夢があるなら、もう一度その夢に挑戦して
大きな感動を自分のものにしてほしい」と言
われました。「感動を生きるエネルギーにす
る」・・・確かにすばらしい言葉でした。若
い頃の私は、ボクシングの日本王者やオリン
ピック出場を夢見ていました。既に50歳を過
ぎた自分が出場できる大会はないと思ってい
ましたが、1年後から「ザ・オヤジファイト」
という日本選手権大会が開催されることを知
りました。それは、夢に届かず引退した元プ
ロボクサーや元アマチュア選手で33歳以上の
中年の選手が競う大会でした。自分も再びボ
クシングのリングに上がることができると知
ったその日から、ボクシング全日本王者の夢
に向かって燃え続けていたあの若い頃の魂が

卓　　話
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（今週の担当：平尾　幸一）
（カメラ担当：納所　佳民、池田　　誠）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

＊次回例会予告＊

5月26日　指定休会日
6月2日　 卓話予定者　

佐世保市長　朝長　則男様

再び燃え始めました。「夢よ、もう一度」、心
でそう叫び、オヤジファイトへの挑戦を決意
しました。
佐世保市内のボクシングジムで2時間に及ぶ

トレーニングを毎日続け、平成18年 第1回大会
のトーナメント戦フェザー級（57kg級）に初
挑戦しました。初戦と準決勝をＫＯ勝ちしまし
たが、平成19年9月、決勝戦では判定負けしま
した。しかし、私に勝った初代王者は、12月
の初防衛戦でいとも簡単に負けてしまいまし
た。相次ぐショックで気力を失いかけていた
私に、初代王者から突然葉書が届きました。
「あなたは諦めてはいけない。もう一度闘うの
です」。この一通の葉書で私は息を吹き返しま
した。「必ずベルトを奪って、応援してくれて
いる家族やジムの子供たちに夢と希望を与え
てやりたい」。
平成20年3月8日、東京大会のタイトル戦で

初代チャンピオンを破った新王者と対戦し、
ついに念願のチャンピオンベルトを奪い取り
ました。リングを降り、電話で家族に勝利を
伝えるとみんな泣いていました。家族も一緒
に闘ってくれていたと、その大きな支えを実
感した瞬間でした。
私は、一度は諦めていた「ボクシングの日

本一になる」という自分の夢を実現し、最大
の感動を得ることができました。この結果が、
ジムで一緒に練習し汗を流した最愛の教え子
たちや、私のことを一生懸命に応援してくれ
ていた学校や家庭に問題を抱える子供たちの
心を動かし、力になることができればと心か
ら願っています。
ボクシングの日本チャンピオンを目指して

トレーニングを開始して以来、体調も良くな
り、二度と悪魔のガン細胞が検査の画像に姿
を現すことはありませんでした。からだで感
動を覚えることが回復の手助けにつながるの
であれば、これを多くの人たちに伝えていき
たい。そして、同じ境遇に苦しむ多くの患者
たちにも回復の希望を与えていきたい。

毎年多くの自殺者が後を絶たない。自殺者
の多くが「挫折」の壁にぶち当たり、尊い命
を絶っています。自殺者にとって「挫折」は
人生の最後を意味しているようだ。しかし、
それは大きな間違いだ。「挫折こそ、すべての
始まり。感動してこそすべてが変わっていく」
のです。
私にとって、ガン発症は人生最大の挫折と

なったが、それによって最大の感動を手にす
ることができました。なんと、自分の夢をか
なえてくれたのは、大きな病気でした。大き
な病気という挫折があったからこそ、大きな
感動を手中にできたことは確かだ。というこ
とは、この病気に出会うまでの私には、まだ
何も始まっていなかったのか・・・。だとす
れば、私の本当の人生はこれからだ。天から
授かったもう一つの命。だが、この命は自分
のために使ってはいけない。人のために使っ
ていくことを条件に、神から与えられた新し
い命だと信じて生きたい。


