
会長　梅村　良輔さん
RI第2830地区2000-2001年度ガバ
ナー、2012年5月6～9日バンコク国
際大会プロモーション委員会委員の
関場慶博氏より、バンコク国際大
会登録者数最終統計の報告が来ま
した。最終確定は総登録者数33,104名、その内、
日本人登録者数は3,654名（11％）でした。目標
3,000名でしたので達成できましたとのこと。
次年度は、田中作次RI会長の主催により、ポ
ルトガルのリスボンで国際大会が行われます。
より多くのご参加をお願いします。
6月7日貅、本年10月25日～29日の5日間、ハウ
ステンボスをメイン会場とする5年に1回開催さ
れる「和牛の祭典」を周知徹底、盛り上げる為
の「佐世保市welcome推進大会」が開催されま
した。長崎県・佐世保市・各種団体より多数の
参加があり、日本全国から多数の人・牛が集ま
る大会による経済効果の大きさと、その後の佐
世保への更なる観光客誘致の期待を込めての推
進大会でした。大会最後には、譛佐世保観光コ
ンベンション協会 飯田満治理事長による「頑張
ろうコール」で盛り上がりました。
6月9日貍、役員交代式記念ゴルフ大会が開催

されました。結果は6月30日貍の役員交代式・記
念懇親会の折、発表されます。お楽しみに。

○ロータリーソング「奉仕の理想」

○卓話者
長崎県県北振興局
理事兼県北振興局長　伊東　博隆様
○ビジター
佐世保南RC 岡闢 敏幸さん

川添　忠彦さん

幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区 2011-2012年度ガバナー
岩永　信昭さん
ガバナー補佐一同

東日本大震災への義援金の使途のお知らせ
義援金 7,765,546円
地区大会記念事業 1,000,000円

計 8,765,546円
第2530地区（福島）、第2520地区（岩手・宮城）
へ等分する。

２．2011-2012年度新世代統括委員長
増G幸一郎さん

新世代奉仕部門「アンケート」について（お
願い）

３．第2740地区 2012-2013年度
ガバナー　福元　裕二さん
地区幹事　古賀　久志さん

クラブ奉仕統括委員会会員増強委員会
委員長　佐藤　　豊さん

会員増強計画推進のための事前アンケートに
ついて（お願い）
回答締切日…2012年6月29日貊
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2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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４．地区クラブ奉仕統括委員長
地区会員増強委員長 佐藤　　豊さん
クラブ奉仕・会員増強セミナー開催について
日時／2012年7月14日貍 12:30 受付開始
会場／武雄センチュリーホテル5F飛翔の間にて
出席者／次年度クラブ会長及び次年度クラブ

会員増強委員長
締め切り／6月29日貊まで

５．RI第2740地区
2012-2013年度インターアクト委員長

中尾　嘉宏さん
6月16日貍 2012-2013年度インターアクト前期
指導者研修会延期のお知らせ

６．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
6月12日です。

７．第5グループガバナー補佐 山本　浩平さん
第6グループガバナー補佐 坂井　智照さん
IM主管　佐世保中央ロータリークラブ会長

田代　博之さん
2011-2012年度 第5・第6グループIM報告書送付
について

８．武雄ロータリークラブ会長 花田　晴年さん
RYLA実行委員長 宮崎　幸久さん

第33回RYLA登録・参加のお礼が届いております。

９．長崎国際大学RAC会長 劉　　本淳さん
国際奉仕委員長 水落明由子さん
ボウリング大会のご案内
日時／平成24年6月23日貍

登録開始13:00 開会式 13:30
場所／佐世保アーバンボウルにて（大塔町8-57）
登録料／1,500円（当日徴収致します）

10．佐世保学園長 桑田　　裕様
「社会を明るくする運動」月間における意見発
表会の開催
日時／平成24年7月3日貂 13:30～15:30
会場／佐世保学園体育館にて

11．佐世保市海の日協賛会会長　朝長　則男様
海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”への
参加ご協力について（お願い）
日時／平成24年7月16日（祝・月）8:30集合

※雨天決行、荒天中止
実施場所／①鹿子前町地区　②俵ヶ浦地区

朗遊会幹事　松尾　文隆さん
6月9日貍、佐世保カントリークラブに於きま

して、役員交代式記念ゴルフ大会を開催致しま
した。梅雨時の天候が心配な中での開催でした
が、次年度 長島会長の日頃の善行が天に通じた
のか爽快な天候のもと、長島会長の大会挨拶に
始まり、19名の会員が腕前を競いました。尚、
結果につきましては役員交代式の時に発表と表
彰を行います。

出席・例会委員会　土
、
井　弘志さん

今年度、最後の3分間情報となり
ました。私も佐世保ロータリーク
ラブに入って 1 年が過ぎ、親睦活
動委員会、出席・例会委員会で活動
をしてきました。今日の3分間情報
も初めての体験となります。
この襷にはフェローシップと書かれています。
和訳すると親睦です。ロータリーの友6月号で
は、「ロータリーでいう親睦とは？」というテー
マで、18名のロータリアンによる様々な意見が
掲載されています。
18もの意見から感じたことですが、単に親睦

ということであれば、懇親会や趣味の活動での
交流活動ということになります。ロータリーで
の親睦となると、その先にクラブ奉仕の実践を
目指すことのための交流活動であり、それぞれ
の人間関係、絆を深めていくことで奉仕の精神
を築くことにあるのではと。とはいえ、日が浅
いロータリアンにおいてはお互いの交流を深め
るきっかけとして親睦を深めていく必要があり
ます。例会での挨拶はもちろん、懇親会、各同
好会への参加などを通じ交流を深めつつ、経験
を積むことでロータリーの基本理念、本質を理
解、実践していくことが出来る人間形成につな
がるものと思われます。
また、次に「ロータリーの友」を語るという

記事からは、隅々まで読むことでロータリーの
情報源であること、ロータリーの友の活用法に
ついて語られています。我がクラブで、毎月実
施の3分間情報は「ロータリーの友」から紹介と
なっていますので、担当者は事前に熟読してい
く必要があり、新会員の研修にも役立っている
ように思われます。
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朗 遊 会 よ り

ロータリー3分間情報
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最後に、「ロータリーの友」は縦組みと横組み
があります。会員の方はベテラン、新会員を問
わず、横組みの記事だけは必読されることをお
願いします。その中に新しい情報が含まれ、今
のロータリーを理解する記事が掲載されている
はずです。「ロータリー定款第14条第一節 購読
義務」により雑誌の購読は義務となっています。
そのことを再認識して、これを機に今後も熟読
していきたいと思います。
余談ですが、本日6月13日は「小さな親切運動
スタートの日」だそうです。「できる親切はみん
なでしよう、それが社会の習慣となるように」
とのスローガンで1963年に始まりました。普段
から挨拶、環境保全活動、ありがとうの感謝の
気持ちを表すなど、小さな親切、一日一善の積
み重ねが人間形成に必要です。この活動はロー
タリーにも通じるところもあるような気がしま
したのでご紹介しました。

親睦活動委員会　森　　俊秀さん
○今月の誕生祝い
有薗　良太さん（4日）
立石　徳雄さん（7日）
池田　　豊さん（8日）
円田　三郎さん（9日）
岡　　英樹さん（22日）

親睦活動委員会　中川　知之さん

佐世保南RC 岡G 敏幸さん、川添　忠彦さん
久しぶりにお世話になります。おくればせ

ながら、梅村会長の勇姿を約束通り参上致し
ました。

梅村　良輔会長、鬼木　和夫さん
佐々木秀也さん、才木　邦夫さん
橘F 克和さん、藤井　　隆さん
山縣　義道さん
県北振興局長 伊東さんの卓話に期待してい

ます。

梅村　良輔会長
佐世保南RCの大物2名 岡闢敏幸さん、川添忠
彦さん、メークアップに来て頂きまして有り難
うございました。今後ともよろしくご指導くだ
さいませ。

安福鴻之助さん
佐世保南RCの川添忠彦さん、岡闢敏幸さんご
両人のひやかし訪問を歓迎して。梅村会長、立
派に一年間務められましたので、どうぞご安心
ください。

山縣　義道さん
佐世保南RCの川添忠彦様、岡闢敏幸様のご来
訪を歓迎致します。今後も時々おいでください。

田中丸善弥幹事
先日の空き缶回収キャンペーンの写真数点を

週報に載せて頂きました。右のページの米倉副
会長と西村会員の写真の横の写真―これは粗大
ゴミではありません。我がロータリークラブ20
周年記念で「友愛の庭」と記されておりました。
念の為ご報告します。

有薗　良太さん、円田　三郎さん
岡　　英樹さん
誕生祝いありがとうございます。

「小生の履歴書から
～何を学び、何を考え、何を興すか～」

長崎県県北振興局
理事兼県北振興局長 伊東 博隆様

まずもって、このような機会を
得られたことにお礼を申しあげる
とともに、ロータリークラブの活動
に敬意を表します。

プロローグ＜二度目の転勤、思い出の地への赴任＞
昭和56年から佐世保に一度勤務しました。本

庁勤務が長かったですが、職員は辞令一本で異
動し、その場所で最大限の力を注ぐのが役目で
す。この地で、長女長男も生まれたので、思い
出の地へ赴任したと思っています。

主事時代＜人を知る＞
56年に総務係に配属され、いろいろな人を知

ることが出来ました。その時は夏の花火の許可

ニコニコボックス

慶　　　祝

卓　　話

ニコニコボックス 本日合計 16,000円

累　　計 892,000円

◇
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クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

クラブ協議会

や、火薬関係の仕事をしておりました。梅村会
長と針尾工業団地での映画のロケセットの、原
爆が落ちたシーンの撮影にも立ち会い、十朱幸
代さんも見ることができました。そういう現場
回りもあって、充実した楽しい仕事でした。
給水制限も経験しましたが、56年に子供が生

まれ、紙おむつもない布おむつの時代だったの
で、水で大変苦労しました。その後、本庁に戻
り、官官コンビの副知事の秘書を務めました。
高田知事は官僚出身。柴田氏も同様。秘書時代
は、同行することでいろいろなものを見せてい
ただき、これが成長させていただくことにつな
がったと思っています。
入庁したときは、久保勘一知事の時代でした。
今でもよく覚えているのは、久保知事が一人ひ
とりに辞令と色紙を交付されたこと。自ら、き
ちっと一人ひとりに渡してくださったことが印
象に残りました。

係長時代＜知識を積む＞
昭和から平成へと変わる時期、亡くなった小

渕長官が「平成」と書かれたのを真夜中に居酒
屋で見たのを覚えています。そのころ、ＣＩ運
動を県庁もやることになり、今のマーク（バッ
ジ）もその時にできました。予算をイイナサイ
ヨウマーク（1,734万円）にしましたが、消費税
3％が乗って、せっかくのちょっとした遊び心
の数字は消えてしまいました。
とにかく仕事に追われる日々で、年間1,500時
間超の残業をしていました。この経験が糧とな
って、もっとも忙しい部署といわれる財政課に
いても、年末の予算編成時以外は、残業をしな
いように工夫するようになりました。

課長補佐時代 ＜人と知識を活かす＞ 復旧から復
興振興へ
平成8年に、雲仙岳災害復興室の補佐になり

ました。高田知事や柴田副知事の発想で、基金
を創設し、1,000億円の基金を受け入れ、復興に
充てました。これが阪神淡路大震災の時の手本
になったと聞いています。その後、ガマダス計
画を策定し、草野仁さんや、泉谷しげるさんな
どに来ていただいたことも思い出です。
シンクながさきの設立にも関わり、前の日銀

の支店長を招聘して、長崎地域政策研究所を立
ち上げました。

課長時代＜責任と権限で、課題を解決＞
平成15年2月、ハウステンボスが会社更生法を
申請しました。その時、議会は蜂の巣をつつい
たようになりました。その当時の管財人と連絡
を取りながら、HTBの再生についても関与しま
した。
しま・半島の振興についても担当しました。

今も、その施策の延長のために教育や医療の部
分も意識しながら総力を挙げています。特に国
境に接する離島については、新しい法律の制定
も含めてお願いしているところです。

― 21年8月 政権交代、金子県政から中村県政へ
のバトンタッチ―
部長時代＜方向性の明示＞
歴史・文化の振興やスポーツ関係は、楽しい部

署です。孫文と梅屋庄吉プロジェクトにも関わり
ました。実は、辛亥革命には、佐世保の金子克
巳さんという方も深くかかわっていました。ロ
シアと中国の仲介役をして活躍し、大連あたり
で、辮髪姿で頑張った人です。その方のお孫さ
んが、実は私の後に秘書課長を務めた人物です。
V・ファーレン長崎の支援にも関わってきまし

た。今、頑張って首位を走っています。小嶺社
長は指導者としては素晴らしかったですが、経
営者にはその道に詳しい方をということで、社
長の人選をお願いした経緯もあります。出資に
あたっては、故松藤会長様が1,000万円を寄付し
てくださり、全体で1億5千万円が集まって、軌
道に乗ってきました。
女性力を活かす、大浦お慶プロジェクトも担当
しました。長崎県の人口142万人。そのうち76万
人が女性（66万人が男性）。この女性力をうまく
活かしていくべきだと思います。

県北の振興なくして県政の振興はないと思って
います。これからもよろしくお願いいたします。

（今週の担当：有薗　良太）
（カメラ担当：中村　徳裕）


