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　ガバナーになって最も有意義だった事
は？という質問には「ただ1つ、多くのかけ
がえのない友を得た事」と答えられたのが
印象に残りました。参加されました会員の
皆様、大変お疲れ様でした。

　例会に先立ち、理事会を開催致しました
ので報告をさせて頂きます。
◯観桜例会について
　2013年4月3日㈬　18:30〜
　九十九島観光ホテルにて
◯地区大会について
　2013年4月4日㈭
　　記念親睦ゴルフ大会：若木ゴルフ倶楽部
　2013年4月5日㈮
　　地区指導者育成セミナー
　　RI会長代理	歓迎晩餐会
　2013年4月6日㈯　
　　11:30〜受付　12:30本会議
　　佐賀文化会館
　　記念懇親会：ホテルニューオータニ佐賀

　理事は全員登録。入会5年未満の方もなる
べく出席して頂きたいと思います。
　以上報告を致しまして挨拶と致します。
ありがとうございました。

◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我等の生業」

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。3月第１回目
の例会です。
　例年より2週間ほど早く「春
一番」が吹き、めっきり春めい
てきました。花粉に悩まされ
る時季であり、花粉症の方には嫌な季節と
なります。マスク着用など、対策をしっか
り取って頂きたいと思います。各テーブル
にはティッシュも用意していますので、ど
うぞお使いください。
　3月2日㈯、ホテル万松楼にて16:00より、
2012年-2013年度第2740地区、第5・6グル
ープのIM（インターシティミーティング）が開
催されました。「楽しいロータリーライフを
おくるための研修会」を表題に、野口パスト
ガバナーを講師にお招きして「ロータリー
を楽しもう」との演題でお話をお聴きしま
した。
　印象に残ったことを、お話し致します。
ロータリーライフの大部分を占めるのが例会
です。その例会を楽しむ考え方。
◦	好きな人と会える。（好きな人を早く見つ
ける事が大事。）
◦飲みに行く約束を直接出来る。
◦嫌いな人との間合いの取り方を学べる。
◦若い人と仲良くなれる。
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◦	武井パストガバナーより
　	つれあいを亡くして、本当にロータリー
の例会に来るのが楽しみになった。（みん
ながうなずいていた）
◦	それを受けて、野口パストガバナーが私
もつれあいをなくした、としんみりさせ
た後、生きてはいる…と言われていた。
◦	IMは楽しいので、来年はみなさん、参加
しましょう。

	 出席・例会委員会　米倉洋一郎さん
長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、中島　祥一さん
大久保利博さん、坂本　　敏さん
藤井　　隆さん、中村　徳裕さん
加納洋二郎さん、富永　雅弘さん
米倉洋一郎さん、坂元　　崇さん
松瀬　茂雄さん、髙瀬　宏滋さん
石井　正剛さん、円田　三郎さん
福田　金治さん、増本　一也さん
西村正一郎さん、佐藤　　淳さん
有薗　良太さん、円田　　昭さん
松本　由昭さん、橘髙　克和さん
圡井　弘志さん、古賀　　巖さん
山縣　義道さん、玉野　哲雄さん
立石　徳雄さん、芹野　隆英さん
松尾　慶一さん
　池田真秀さんの卓話に期待しています。
なお、ふたたびこの会場でお会いすること
をこいねがってニコニコします。

ニコニコボックス	 本日合計	　31,000 円

	 累　　計	 650,000 円

◇

◯卓話者
　一般社団法人	佐世保青年会議所
　　理事長　　池田　真秀	様
◯ゲスト
　一般社団法人	佐世保青年会議所
　　専務理事　谷川　辰巳	様

	 幹事　円田	浩司さん

１．㈶ロータリー米山記念奨学会
	 　理事長　板橋　敏雄さん
　	幸良秋夫さんへ
　米山功労者
　第3回マルチ
　プル感謝状
　伝達

２．第2740地区	2012-13年度ガバナー
	 福元	裕二さん
　　地区大会実行委員長	 末永	義視さん
　	4月6日㈯	地区大会交通手段等の確認につ
いて（調査）

３．ガバナー事務所
　	2740地区ホームページ更新（2月27日、3月
1日、4日、5日）のお知らせ

	 親睦活動委員会　佐藤　淳さん
「IMに出席して」
◦出席者10名
◦	「	ロータリーを楽しもう」を
テーマに講演があった。

◦	ロータリーを楽しむために。
◦	ロータリーは人との出会いの場。良き友
人、親友をつくる事でロータリーが楽し
い場となる。
◦	ロータリーに入った時、初めて思った事
は、He	 is	my	mother.（彼はわがまま。）と
感じた。（佐賀ロータリーの話です）

ニコニコボックス

幹 事 報 告

その他の報告
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更に、10月には創立60周年記念式典に合わ
せて、次代のエネルギー問題を研究し発信
する事業の開催に加え、経営力向上フォー
ラム、本年2回目となります青少年育成記念
事業の開催も予定しております。この60周
年という記念すべき年が、我々にとって更
なる輝かしい未来の扉を開く好機と捉え、
愛する我がまち佐世保のために邁進して参
りたいと思います。
　また会員拡大にも注力しており、30名の
目標を掲げ、実現のために日々取り組んで
おります。当会議所はピーク時で200名の在
籍を有しましたが、現在は約100名となって
おります。我々の活動は決して人数と比例
するものではありませんが、多くの方と出
会い、多くの事を学ぶことで自分自身の成
長へと繋げ、ひいては地域や企業の利益に
繋げたいと願っております。切磋琢磨して
成長した会員を地域に一人でも多く排出す
る事も、青年会議所の目的であると私は実
感しております。このような場をお借りし
て大変恐縮に存じますが、佐世保ロータリ
ークラブの先輩方のご子息や知人の方のご
紹介を頂ければ幸いに存じます。
　最後になりますが、本日は佐世保ロータリ
ークラブ例会の貴重な時間にこのような機会
を与えて頂き、誠に有り難う御座いまし
た。そして、これからも当青年会議所に対
して諸先輩の皆様方より、ご指導ご鞭撻を
頂ければ幸いです。本日は誠に有り難う御
座いました。

『創立60周年を迎えて』

　一般社団法人
　佐世保青年会議所

　第60代理事長　池田　真秀様

　私ども佐世保青年会議所は、本年創立60
周年を迎えると共に、一般社団法人初年度
として新たなスタートを切りました。法人
格は変われども、これまで60年という永き
にわたり諸先輩方が築いてこられた歴史と
伝統に感謝と敬意の念を持ち、一人ひとり
が力強い原動力となり、未来に向けて夢あ
ふれ誇れるまち佐世保の創造を目指し活動
しています。
　青年会議所は、20〜40歳までの青年経済
人で構成されている団体です。混沌とした
時代だからこそ、若い我らがその状況に悲
観するのではなく、地域のリーダーとして
の自覚と責任を持って自らが考え行動に起
こし、このまちの未来を照らす存在であり
続けたいと思っております。また、あらゆ
る関係諸団体とも連携を図りながら、この
まちの輝かしい未来を創造していきたいと
思っておりますので、佐世保ロータリーク
ラブの皆様方におかれましても、今後益々
ご指導ご鞭撻を賜ることができればと思っ
ております。宜しくお願い致します。
　さて、冒頭にも触れましたが、当会議所
は本年創立60周年を迎え、記念事業として
様々な活動を予定しております。今や、佐
世保の夏のお祭りとして広く認知されてお
ります「させぼシーサイドフェスティバル」
の中で、佐世保らしい国際色を存分に出
し、青少年育成等の他事業も兼ね合わせた
催しを実施させて頂きます。1985年から
2002年まで、18回にわたり開催されており
ました「西海アメリカンフェスティバル」を
彷彿とさせる事業にしたいと思っておりま
すので、ぜひご期待頂ければと思います。

卓　　話
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（今週の担当　髙瀬　宏滋）
（カメラ担当　見藤　史朗）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀬　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

＊3月  例会予定＊

　3月20日	 祝日休会

　3月27日	 新会員卓話　小幡　　修さん
　　　　　　　　　　　	（親和銀行頭取）

創立60周年記念事業 ①

　60周年記念事業は、新世代奉仕を柱として2010年12月の長崎国際大学ローターアクトクラブ主催
による「犬のふれあいイベント」を皮切りに、2011年6月までほぼ毎月のように実施致しました。

1. ローターアクトクラブ主催「犬のふれあいイベント」

　2010年12月5日㈰ 松浦公園で実施いたしました。長崎国際大学ローターアクトクラブ主催で、計
画・実施いたしましたが、準備段階からローターアクト担当委員会だけでなく、多数の会員の
方々にお手伝い頂きました。
　当日は、約1,000人近くの犬好きの市民の方々に集まって頂きました。バザーなどの益金の一部
5万円を社会福祉法人 日本介助犬協会に寄贈しました。このイベントを通して、ローターアクト
メンバーが良い経験を積むことが出来たと感じております。

長崎新聞提供


