
されております。佐世保RCへの感謝の気持ちと
共に、農業を通じ海外からの留学生の支援をした
いとの申し出でした。
　詳しくは、後日、松尾ロータリー財団委員長か
らお話しいただきますが、創立記念日に先人がな
された奉仕活動の一端に触れ、佐世保RCの63年
の伝統と、64年目に向けての新たな思いを抱か
せていただいた事をご報告致します。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　佐世保青年会議所 第61代理事長  山下　忠則 様
◯ゲスト
　佐世保青年会議所 森　　暢邦 様
◯ビジター
　第2740地区  地区幹事（平戸RC） 竹田　健介さん
　ロータリーの友 地区代表委員（平戸RC） 
 中野　　浩さん
　地区大会実行副委員長（平戸RC） 池田　直彦さん
　佐世保南RC 太田　博道さん

 幹事　増本　一也さん
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2014年3月のロータリーレートは、
　1ドル＝102円（2月：102円）です。

２．高松南RC 2013-14年度会長
 マスウド･ソバハニ（Masoud Sobhani）さん
　全国のロータリアンの皆様へ当会へのメイク
アップ参加をお呼び掛け

 会長　石井　正剛さん
　ソチオリンピックが閉幕しまし
た。いささか盛り上がりを欠いた
オリンピックでした。本命視され
ていた日本選手が相次いでメダル
が取れなかったのも一つでしょう
し、冬のオリンピックの種目は夏
のオリンピックに比べて素人眼には判定が分かり
辛いものが多いようです。採点競技では「技のつ
ながり」「独創性」「見た目の美しさ」など、ジャ
ッジする人の主観に左右される要素が大きいのも
要因の一つなのかもしれません。
　一方、別れと船出もありました。2月23日広田
地区公民館においてローターアクト役員交代式並
びに卒業式が行われ出席してまいりました。後
程、髙瀨委員長よりご報告いただきます。
　先週の創立記念例会には、沢山の皆様にご参加
いただきありがとうございました。佐世保RCの
世代間の垣根を越えた親睦が出来ました事、皆様
に感謝申しあげます。
　例会時に、福田パスト会長から佐世保RC国際
交流基金の話を伺いましたが、そんな折、ある方
から事務局に電話を戴きました。それはまさに、
この基金の3人目の対象者であり1992年4月から
1993年3月まで佐世保RCのこの奨学金、翌年か
ら米山記念奨学会の援助で、県立長崎経済大学を
卒業、今では日本人女性と結婚し、東彼杵で農業
をしている、台湾出身の男性 官家興さんからで
した（活動計画書の特別報告Ⅲに記載）。先日実際
にお会いしましてお話をお伺いしました。
　以前、佐世保ローターアクトクラブでも活動
し、今年度2740地区の米山奨学生学友会会長を
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2013～2014年度 テーマ ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES　̶ ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を ̶
2013～2014年度 R.I.会長 ロンＤ・バートン （米国オクラホマ州・ノーマンRC）

会　長：石井　正剛　　　幹　事：増本　一也
事務所：佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323
例会場：佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp
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　会費／不要
　 送迎バス／①17:10松浦町国際

通りバス停(親和BK浜田町支店
前)→②17:15島瀬町バス停→③
17:20西肥バスセンター(ジャノ
メミシン前)→④17:40卸本町入
り口→18:00ホテル着

　※ バスは通過予定時刻ですので、お早めにお
待ちください。

■ローターアクト委員会 委員長　髙瀨　宏滋さん
　2月23日に行われました長崎国
際大学RAC新旧役員交代式と卒
業式のご報告をさせて頂きます。
場所は広田地区公民館で行われ、
時間は14時から開催されました。
当クラブからは、石井正剛会長、
円田 昭次年度会長、増本一也幹事、安福鴻之助
パスト会長/ローターアクト委員、松尾慶一新世
代奉仕委員長、黒木政純出席･例会委員長、大久
保利博ローターアクト副委員長、大神吉史ロー
ターアクト委員と私の9名が参加しました。
　2013-2014年度会長 田中ひかりさんから2014-
2015年度会長 田浦レミさんに点鐘の引き継ぎが
行われ、役員交代式を無事に執り行うことがで
きました。
　点鐘の引き継ぎ後に田浦新会長から2014-2015
年度の活動計画と活動方針の発表があり、今後
の活動を行うためにまずは、会員増強に力を入
れていきたいと強く意志を述べ、会長、幹事、
会計の三役で頑張っていくことを決意されてい
ました。
　その後に留学生の方鴻君の卒業式が行われ、
無事に役員交代式と卒業式が閉会しました。
　懇親会は卒業生の方鴻君のアルバイト先で行
われ、石井会長、増本幹事、大久保副委員長、
大神委員が参加され、ローターアクトメンバー
と楽しい時間を過ごしてまいりました。
　次回のローターアクト例会は、4月10日㈭に行
われます。案内状を2週間前にセルフボックスに
入れさせて頂きますので、お時間のあられる会
員の皆様はご参加頂きたいと思います。

■ロータリーの友 地区代表委員 
　　　　　　中野　　浩さん

　「ロータリーの友」への投稿を

是非、よろしくお願い致します。
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 　日本中や世界中のロータリアンと知り合い、
仲良くなり、共にロータリーを愛し、楽しむこ
とを願い、呼びかけ
　クラブ名／RI2670地区　高松南RC
　例会曜日･時刻／水曜日　12:30〜13:30
　例会場／JRホテルクレメント高松
　　　　　http://www.jrclement.co.jp/
　　　　　香川県高松市浜ノ町1-1（JR高松駅隣接）
　　　　　TEL 087-811-1111

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　「ハイライトよねやま 167号」が届いております。

４．ガバナーエレクト 宮﨑　清彰さん
　　地区研修･協議会実行委員長 長島　吉寛さん
　　地区研修･協議会ホストクラブ
 諫早RC会長　池田　光利さん
　2014-15年度『地区研修･協議会』開催のご案内
　　日時／2014年4月27日㈰
　　　　　12:30 登録受付　13:30 点鐘
　　場所／諫早文化会館
　　 出席者／次年度会長、幹事、クラブ奉仕担

当理事、職業奉仕担当理事、社会奉仕担当
理事、青少年奉仕担当理事、国際奉仕担当
理事又はロータリー財団委員長、国際奉仕
･R財団部会

５．海上自衛隊佐世保地方総監 吉田　正紀 様
　観桜会のご案内
　　日時／平成26年3月21日㈮　17:30〜19:30
　　場所／海上自衛隊 平瀬体育館

第2740地区 地区幹事　竹田　健介さん
地区大会実行委員会 副委員長　池田　直彦さん
　地区大会がいよいよ迫っ
てまいりました。是非皆様
ご参加ください。懇親会も
よろしくお願いします。

■親睦活動委員会 米倉洋一郎さん
観桜例会のご案内
　日時／平成26年4月2日㈬　午後6時30分〜
　場所／ホテルオークラJRハウステンボス
　　　　TEL 58-7111

委員会報告

地区大会のご案内



ロータリーの友 地区代表委員（平戸RC）
 中野　　浩さん
 「ロータリーの友」の話を少しさせていただき
ます。

地区大会副実行委員長（平戸RC） 池田　直彦さん
　いよいよ地区大会も間近にせまってまいりまし
た。貴クラブにおかれましては多数の登録を頂
き、誠にありがとうございます。平戸クラブ全員
で心をこめてお迎えいたします。どうぞ楽しみに
お越しください。本日はお世話になります。

佐世保南RC　太田　博道さん
　ツキイチゴルファーならぬ、ツキイチ会員の
様相を呈してきました。本日もよろしく。

石井　正剛 会長、増本　一也 幹事
納所　佳民 副幹事、大神　吉史さん
西村　一芳さん、吉田　英樹さん
米倉洋一郎さん、佐藤　　淳さん
古賀　　巖さん、坂本　　敏さん
森　　信正さん、山縣　義道さん
池田　真秀さん、大久保利博さん
城島　一彦さん、円田　浩司さん
芹野　隆英さん、長島　　正さん
圡井　弘志さん、円田　　昭さん
井手　常博さん、加納洋二郎さん
坂元　　崇さん、橘髙　克和さん
松尾　慶一さん
　青年会議所第61代理事長 山下忠則さんの卓話
に期待して。

石井　正剛会長、池田　　豊さん
橘髙　克和さん、木村　公康さん
古賀　　巖さん、円田　　昭さん
円田　浩司さん、長島　　正さん
幸良　秋夫さん、田中丸善弥さん
大久保利博さん
　永年会員表彰ならびに出席100%表彰ありがと
うございます。

福田　金治さん、遠田　公夫さん
佐藤　　淳さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

 出席委員会　松瀬　茂雄さん
◯永年会員表彰
　池田　　豊さん（33年）

◯出席100％表彰
　橘髙　克和さん（27回)、梅村　良輔さん(23回）
　長島　　正さん（21回)、円田　　昭さん(21回）
　田中丸善弥さん（21回)、石井　正剛さん(21回）
　木村　公康さん（16回)、古賀　　巖さん(16回）
　円田　浩司さん（10回)、幸良　秋夫さん(7回）
　大久保利博さん（2回）

 親睦活動委員会　西村　一芳さん
○結婚記念月のお祝い
　福田　金治・尚子さんご夫妻（18日）
　岡　　英樹・節子さんご夫妻（25日）
　遠田　公夫・光代さんご夫妻（27日）
　佐藤　　淳・成子さんご夫妻（27日）

 親睦活動委員会　米倉洋一郎さん
2740地区 地区幹事（平戸RC）竹田　健介さん
　地区大会への全員登録、誠にありがとうござ
います。今、着々と準備中でございます。皆様
お楽しみにお越しください。
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ニコニコボックス 本日合計 　43,000 円

 累　　計 719,000 円

◇

慶　　　祝

ニコニコボックス
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（今週の担当　目黒　誠之）
 （カメラ担当　城島　一彦）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・城島　一彦
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　佐藤　　淳

『覇気あるJAYCEEの新たなる挑戦』

一般社団法人 佐世保青年会議所
　第61代理事長　山下　忠則 様
　皆様、こんにちは。私は、一般
社団法人佐世保青年会議所第61代
理事長を務めさせて頂いておりま
す、山下忠則と申します。本年１月１日より理
事長職に就いております。私は昭和53年生まれ
の36歳でございます。青年会議所は20歳より40
歳までの青年経済人で構成されている団体で
す。本年も含め40歳までしっかり青年会議所活
動を頑張っていきたいと思っております。
　この佐世保ロータリーにおきましては、JCの
諸先輩が多数在籍されております。これまで長
きにわたり諸先輩方が築いてこられたおかげで
私たちが現在活動を出来ております。この諸先
輩方が築いてこられた歴史と伝統に改めて感謝
を申しあげます。
　まず、私の紹介をさせて頂きます。現在、株
式会社 堀内組という総合建築業の役員をしてお
ります。また、グループ企業として農業生産法
人としてブルーベリー生産、また近年、福祉の
方も別法人として起業させて頂いております。
弊社は、本年65期目を迎えており、土木・舗
装・建築で県北地区を中心に事業展開しており
ます。最近、建設業界は景気が良いというイメ
ージがあるみたいですが決してそうではござい
ません。景気が良いのは、東北地方、東京ぐら
いではないでしょうか。そうしてこの業界、確
かに仕事はまわっておりますが、人材不足（技能
者不足）の慢性化やコストの高騰という部分でま
だまだこの業界にもアゲンストの風が吹いてお
ります。
　そして青年会議所活動におきましては、昨年
は創立60周年という節目の年を迎え無事に終え
ることが出来ました。多くの諸先輩方や関係諸
団体の皆様から過分なるご協力を頂きましたこ
とに改めて感謝申しあげます。61年目となりま
す本年は「敢為邁往」〜覇気あるJAYCEEの新
たなる挑戦〜というスローガンのもとまずは人
材育成に力を注いで参ります。明るい豊かな社
会にするために人間力を高め、人を惹きつける

＊3月  例会予定＊

 3月12日 財務省 長崎財務事務所
  所長　甲木　一也 様

 3月19日 料理研究家 脇山　壽子 様
（長崎市在住）

 3月26日 黒髪山大智院
  　住職　草津　栄良 様

魅力を養い、しっかりと地域に対して実践でき
るリーダーへの成長を目指して参ります。また
会員拡大にも注力しており、30名必達を掲げま
して拡大委員会と会員皆で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、今年は94名でのスタートとなってお
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
人でも多く輩出する事も、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。
　また、日本の安全保障は日米同盟に大きく依
存しており、国際社会の現状に見合っていない
体制や、我々を含め安全保障に対して国民の意
識の低さにも危機感を抱きます。自分達が日々
安全な状態で経済活動などが送れていることを
当たり前のことと思わず、その背景に多大な努
力がなされていることを思わなければなりませ
ん。今こそ、国民一人ひとりが安全保障を他人
事として捉えるのではなく自分のこととして考
える意識を持つべきだと考えます。
　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、誠に有り難うございました。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ございました。

卓　　話


