
大歓待をしていただきましたが、今回の歓
迎懇親会は台南RCメンバーの言葉から察す
るに、その時のお返しが出来たと同時に、
更なる姉妹クラブの絆を深めることができ
たと思います。
　先週末の3日間　沢山の皆様にご参加い
ただいてこその行事でしたし、特に台南RC
との歓迎懇親会では企画段階から、富永大
委員長、中村委員長はじめ、多くの皆様に
お世話になりました。重ねてお礼申しあげ
まして、ご挨拶と致します。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ゲスト
　いちよし証券　田中ミキオ様
◯ビジター
　佐世保南RC　  太田　博道さん

 幹事　増本　一也さん
１．台南RC	 会長　周　亮宏（E.S）さん
　　佐世保姉妹クラブ主委
	 邱　栄政（Roger）さん
　佐世保RC訪問お礼状が届きました。

２．ラホヤRC	 会長　Pat	Stouffreさん
　姉妹クラブ更新締結書とお手紙が届きま
した。

 会長　石井　正剛さん
　先週11日㈮、12日㈯、13日
㈰は、RI会長代理歓迎晩餐会
に始まり、地区大会、台南RC
歓迎会と連日の行事がござい
ましたが、お陰様で全て無事
終了いたしました。
　11日㈮、RI会長代理歓迎晩餐会は、平戸
海上ホテルで行われ、塩澤ガバナーのお人
柄を示す様な、終始和やかな雰囲気での晩
餐会でした。
　翌日9時からの会長幹事会では、中央RC
の竹本慶三さんによる、「町起こし」につい
ての講演がありましたが、以前当クラブで
も卓話していただきましたので、内容は割
愛させていただきます。
　また、平戸RC、佐世保RC両RCが姉妹ク
ラブである、台南RCの皆様が来日され、11
日、12日の地区大会出席後、13日は我がク
ラブがご招待し、パールシー、HTB観光、
最後にHTBのクルーズ船「デハール号」に
て、台南RC 16名、佐世保RC 50名、総勢 66
名による船上歓迎懇親会を行いました。
　パールシー、HTB観光の際はあいにくの
雨模様でしたが、デハール号への乗船時間
には雨も上がり、うっすらと夕日に映える
光景をお楽しみいただくことが出来ました。
　今年1月に、私達が、台南RC創立60周年
式典・祝賀懇親会にお招きいただいた時も、
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(参考)
　11日（第1日目）
　　RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
　13日（第3日目） 
　　地区大会チャリティー記念ゴルフコンペ
　　平戸観光とクルージング

◦ 12日は大会2日目。会長幹事会、大会4委
員会、本会議と記念講演会、記念懇親会
を実施。（平戸文化センター大ホール）

◦ご来賓は、中村 長崎県知事、黒田 平戸市長
◦ 特別出席者としてRI会長代理の李さまご

夫妻がご出席
◦ また、地区外のガバナーと奥様、ご家

族、韓国の江南、台南のRC会長、前会長
のみなさまが多数ご出席。

◦ 地区内のパストガバナーもご出席され、
佐世保RCからは武井洋一さんと安部直樹
さんご夫妻が特別出席者としてご出席。

◦ ご来賓、特別出席者、各RCの大会登録会
員数合わせて1,200名余りの大変規模の大
きな大会となりました。

【第１部】
◦ 12時開始
◦ 塩澤ガバナーの点鐘から始まり、日本、

韓国の国歌斉唱、来賓、特別出席者の紹
介などのあと、各クラブの紹介。

◦ 「青少年の時間」で、インターアクト、ロ
ーターアクト、交換留学生や米山記念奨学
生等の国内外の若手の紹介と活動内容の
報告がありました。(34名)

◦ 佐世保RCからは、長崎国際大学ローター
アクトの田浦麗美会長、瀧

たきなみ

浪孝憲幹事、
米山奨学生で長崎国際大学在籍のブイ・チ 
ティビックさん（ベトナム出身）が参加。

◦ 短い時間でしたが、多くの聴衆の前で若
いみなさんが堂々とスピーチされていた
のには感心させられました。（民族衣装が
キュートで印象的）

【記念講演】

　乙
おとたけ

武洋
ひろただ

匡氏の教職の現場経験を活かした
内容と流暢なトークに感心
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	 次年度副幹事　髙瀨　宏滋さん
　皆さんこんにちは。次年度
副幹事を仰せつかりました髙
瀨です。何分なにもわからな
い若輩者ですが、今後も皆様
のご指導ご鞭撻を宜しくお願
い致します。
　今回は、次年度幹事の納所さんが仕事の
都合上欠席されていますので、大役ではご
ざいますが、納所幹事の代わりに次年度の
組織図と活動計画表・大委員会のご案内を
させていただきます。
　組織図と活動計画表に関しましては、本
日皆様のセルフボックスに入れさせていた
だいておりますので、各会員の皆様はご確
認を宜しくお願い致します。
　それに伴い大委員会が5月14日㈬に開催さ
れます。大委員長、各委員会の委員長・副
委員長の皆様はご出席を宜しくお願い致し
ます。
　開催場所はレオプラザホテル、時間は
18:30より始まりますので、皆様宜しくお願
い致します。
※ 活動計画表の内容で1点修正がございます。

2015年4月に行われます観桜例会ですが、1
日と8日と書かれていますが、正しくは1日
ですので、大変申し訳ございませんが訂正
をよろしくお願いします。

	 岡村　一郎さん
　去る、4月12日㈯に開催され
た「国際ロータリー第2740地
区 2013-2014年度地区大会」に
参加しましたので、その模様を
ご報告させていただきます。
　大会は3日間でしたが、参加した2日目を
中心にお話しします。

地区大会報告

次年度報告



ませんが）五体不満足という言葉通りの姿
で、顔の位置が普通の大人の位置と変わら
ない高さに、ちょっとしかない左肩？腕？
に特殊電動くるまを操作され演台にたたれ
ました。
　正直、心の何かが「ぐっ」と来る瞬間で
した。
　しかしながら、にこやかな笑顔で深々と
長い時間お辞儀をされて元気ある「こんに
ちは」の一言で普通の人に見えるような講
演が始まりました。
　乙武氏は13年前にご結婚され、3年前に小
学校教諭を退職され、現在は東京都教育委
員として、今は小学校1年生と幼稚園に入
園されたお子様がおられ、終始、家族の話
が取り出され、自分のことを「化け物」と
言って笑いを誘う気さくな方でした。
　さて、講演内容については、今の子ども
たちが置かれている状況を真剣にわかりや
すく教えて頂いたと感じました。
１． 「子ども達（幼稚園や小学校など）の応

援団となって欲しい」
　　 本人が“がんばってる”ことを感じ

て・見て、感じている・見ていることを
本人に伝えてほしい

２．「正解主義から抜け出して欲しい」
　　 子どもたちには個人や社会の考え方を

押し付けないでほしい
３．「愛」
　　  （言い換えれば）できていないところばっ

かりを突っつかないで、認めてほしい。
　いままでの経験を踏まえて子どもからの
目線を素直に表現した状況でした。

最後に、
　実はこの方と僕は、ほぼ同い年であるこ
とを自己紹介にて知りました。同じ世代、
同じ境遇として生活されてきたことを考え
ると、並大抵の世間体からの目線と考え方
や発言など、「いつも人のことを考えながら
行動」されてきたのでは？と、考えさせら
れる状況が多々あり、有意義な記念講演で
した。

【第２部】
◦ 中ホールで実施。会場が狭く、佐世保RC

の面々はロビーでの参加となったのが少
し残念。（その分、いろいろ議論に花を咲
かせることができましたが）

◦ 室内合奏団の演奏に続き、来賓の中村知
事、黒田平戸市長が祝辞。委員会報告、表
彰、ガバナーエレクト挨拶と続きました。

◦ 表彰は、佐世保RCからは50年以上在籍者
として松尾弘司さん、35年連続出席者と
して玉野哲雄さんが受けられました。

◦ 最後は次回の会場となる、諫早のコホス
トクラブ 諫早北RCからの挨拶（オリンピ
ックや国体と同じ。イメージカラー、平
戸はオレンジ、諫早はグリーン、佐世保
は？）

【記念懇親会】
◦ 18時15分開始。
◦ 料理はオークラから取り寄せているとの

ことで、味、量とも満足いくもの。刺身
も平戸牛もたくさんいただいた。

◦ 途中、武雄RC会員の有志による歌や踊り
のアトラクションもあり、会場は大いに盛
り上がりました。会員のみなさまは旧知
の会員と親交を深めておられた。

◦ 盛況のうちに締めくくられた。
◦ 私も含め、たくさんの料理と、飲みきれ

ない（持ちきれない）ほどのお酒をいただ
いた地区大会でした。参加された会員の
みなさまお疲れ様でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	 大神　吉史さん
　2014年4月12日㈯、平戸文
化センターにおいて、乙

おとたけ

武 
洋
ひろただ

匡氏の講演「子どもたちの
ためにできること」を聴いて
参りました。
　私もTVなどではよくこの方をお見かけす
ることがあり、「五体不満足」という本を出
版され、実際に当日は舞台横から出演され
たときには、確かに…（本音で申し訳あり
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■国際奉仕・姉妹クラブ委員会
	 委員長　中村　徳裕さん
1．台南扶輪社歓迎会のご報告
　姉妹クラブ台南RC歓迎会に
は多くの皆様にご参加を頂
き、ありがとうございまし
た。おかげさまで16名の台南
扶輪社からのお客様を、50名の佐世保ロー
タリークラブのメンバーで盛大なる歓迎と
おもてなしをすることができました。
　佐世保のメンバーが台南訪問時に、大勢
の台南扶輪社メンバーさんに出迎えをして
いただいたように、宿泊されている平戸の
ホテル蘭風への朝の出迎えから一日がスタ
ート。最高齢のリーダーさんもお元気で参
加されていてとても嬉しく思いました。
　パールシーでの見学は、大雨の中となり
ましたが、イルカのショーなどの見学を楽
しんでいただきました。
　バスに戻る際には、傘を入れるビニール
袋を再利用して、バスの通路が濡れて滑り
やすくならないようにする気遣いを見て、
きっとリーダーさんへの配慮なのかと小さ
な感動を覚えました。
　その後、バスで移動して、ホテルオークラ
JRハウステンボスのレストランで昼食会を楽
しみました。ご健康への配慮と大雨という
コンディションもあり、リーダーさんは池田
豊さんと中島祥一さんがエスコートして、
ホテルで安全に快適に過ごしていただきま
した。
　他の台南扶輪社メンバーの皆様は、カナ
ルクルーザでハウステンボス中心部へ移動。
当初計画していたハウステンボス歌劇団は、
初日公演ということもあって大混雑。そこ
で、急きょハウステンボスでバスを仕立てて
場内見学とショッピングを楽しみました。
　その後、ホテルで休憩して頂いたあと、
バスで移動し、佐世保のメンバーとともに
デハール号でのディナークルーズ。乗船の
際には、長崎検番の芸奴さんによる出迎え
から始まって、お食事を楽しみながらの歓
談は素敵な交流の時間でした。芸奴さんの

唄と踊りも日本らしいアトラクションとして
お楽しみいただきましたが、台南扶輪社の
国際交流担当ロジャーさんの尺八の演奏も
素晴らしいものでした。
　2 次会では、ホテルオークラJRハウステン
ボス12階のラウンジに40名を超えるメンバ
ーが集まって交流を深めました。
　佐世保ロータリークラブと台南扶輪社の
メンバーの交流は熱気を持って盛り上が
り、素晴らしい交流の時間となりました。
　この交流の基礎は、40年にわたって先輩
方が築かれた交流の歴史です。是非これか
らもこの関係を大切に継続して、国際交流
を楽しみましょう。

2．�ラホヤRCとの姉妹クラブ締結更新のご
報告

 昨年末より、文書でのやり取りを重ね準備
を進めてまいりましたが、このたび、ラホ
ヤRCとの姉妹クラブ締結について、文書に
よる更新手続きが完了いたしましたので、
ご報告いたします。
　 ま た 、 手 紙 の 中 で 、 次 年 度 の 会 長 が
Russell Kingさんに決定したことと、合わせ
て、来年は来日して佐世保RCを訪問したい
という計
画がある
ことが記
載されて
いました
ことをご
報告いた
します。

■ローターアクト委員会
	 委員長　髙瀨　宏滋さん
　4月10日㈭に開催されました、長崎国際大
学RACの例会報告をさせていただきます。
　今回、RACの例会は大学の新学期を迎
え、新会長就任後の初めての例会でした。
現在のRACの会員数は3名です。諸事情に
より休会や退会で人数は激減しています。
　しかし、今回の例会は現在の3名の会員
が頑張り見学者20名を集め、久しぶりに大
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人数での例会を開催することができました。
　今回のRACの例会には当クラブより安福
さん、増本幹事、大久保副委員長、大神吉
史さん、初の参加で山口さんが来訪されま
した。ありがとうございました。
　今回の例会は、いかにたくさんの見学者
が入会をするか内容が大切な例会でした。
　初の例会ということもあり、3名のメン
バーは緊張していましたが、しっかりとし
た口調で挨拶、進行、報告をこなし、メイ
ンテーマの大神吉史さんの「ローターアク
トについて」につなぎ、無事に会を終了す
ることができました。
　大神さんのRACの説明の後、例会終了
後、見学者が入会に対して前向きに検討し
ている様子でした。会員の増強に一役かっ
ていただいた大神さん、ありがとうござい
ました。
　今後のRACの活動が活発になるようなサ
ポートができるように頑張っていきます。

	 囲碁・将棋同好会　会長　井上　斉爾さん
2014-2015年度会長交代式記念
囲碁・将棋大会開催のお知らせ
　下記の日程で、表題の囲
碁・将棋大会を開催致します。
有段者―初級者間にはハンデ
ィキャップを設定して対戦できますので、初
心者の方もお楽しみいただけます。
　なお、参加された方には、漏れなく景品
を準備致します。
　皆様のご参加をお待ちしております。
　日時／平成26年6月11日㈬ 
　　　　16時〜20時頃まで
　会場／セントラルホテル佐世保
　　　　（テーブル・イス席での対戦です）
　会費／3,000円(食事付き)

 朗遊会幹事　坂本　　敏さん
　4月19日㈯、第４回朗遊会を、佐世保カント
リークラブで、11:19分スタートで行います。

多数参加いただきありがとうございます。
　尚、次回は5月11日㈰、8クラブ親睦ゴル
フ大会です。

 出席・例会委員会　吉田　英樹さん
◯永年会員表彰
　松尾　弘司さん（52回）
　田中丸善保さん（45回）

◯出席100％表彰
　黒木　政純さん（12回）
　長富　正博さん（9回）
　池本　仁史さん（1回）

 親睦活動委員会　坂元　　崇さん
佐世保南RC　太田　博道さん
　ツキイチ会員の佐世保南の太田です。お
世話になります。

石井　正剛会長、増本　一也幹事
黒木　政純さん、長島　　正さん
西村　一芳さん、松尾　　貴さん
川口　博樹さん、大神　吉史さん
吉田　英樹さん、木村　公康さん
有薗　良太さん、圡井　弘志さん
米倉洋一郎さん、古賀　　巖さん
岡村　一郎さん、前田　勇人さん
大神　邦明さん、梅村　良輔さん
城島　一彦さん、松尾　慶一さん
遠田　公夫さん、平尾　幸一さん
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中川　知之さん、坂元　　崇さん
　いちよし証券佐世保支店長 前田文智さん
の卓話に期待して。

富永　雅弘さん
　台南RCの歓迎会と愚妻の誕生日が重なっ
てしまいました。「二兎を追わずば二兎は得
ず」との覚悟を持って妻を誘って歓迎会に
出席しました。
　歓迎会の最後に石井会長の計らいで、台
南クラブ、佐世保クラブのメンバーの前で
誕生祝いのサプライズ演出があり、本人、
大感激をしておりました。今回の歓迎会
は、東アジアの友好と親善のみならず、富
永家の平和と安定に多大な寄与があったと
確信します。
　皆様に感謝を込めてニコニコします。

黒木　政純さん、長富　正博さん
池本　仁史さん
　出席100%表彰ありがとうございます。

「私の会社紹介と証券投資の
　意義と必要性について」

　　会員　前田　文智さん
 （いちよし証券㈱ 佐世保支店 支店長）

①会社の紹介
　当社は、東証1部に上場しており、今年
で創立64年になります。4年前から日本全国
の地場証券と言われる地元単独の4つの証券
会社との友好的な合併による店舗拡大を行
っています。「売れる商品でも売らない信
念」をモットーとし、いちよし基準とし
て、７つの基準を設けています。日本コー

ポレート・ガバナンス 2013年度の評価では、
上場企業中、第2位の評価を受けておりま
す。研究調査部門である、いちよし経済研
究所が、新興市場での企業調査分析力につ
いてのアクセスランキングが国内第1位。
2012年3月から昨年末までの預かり資産の
増加率が業界第1位。投資信託による信託報
酬が収入全体の28.9％をカバーしていると
言ったところが特徴の会社です。

②バブル崩壊から先進国で初のデフレ経済へ
　1990年当時からのバブル崩壊で不良債権
が多大に発生し、先進国で初のデフレ国家
となり、失われた20年とも言われる実体経
済でのデフレや資産デフレの泥沼に陥りま
した。株式市場も大幅な下落の道を歩む事
になり、米国や他の先進国の上昇と比べて
逆行してしまいました。政府と中央銀行の
舵取りがうまくなかった結果だと思います。

③デフレ脱却のため政府と日銀が一体とな
った政策へ方向転換。
　一昨年からスタートしたアベノミクスに
より、政府と日銀の異次元金融緩和によ
り、インフレ政策がスタート。外人買いの
増加により株式市場の上昇と円安へと大き
く方向転換し始めました。その結果、現在
日本の実質金利（名目金利 - 物価上昇率）
は、マイナス状態となっています。この事
が、お金の流れを変えるための大きな下地
になると考えています。

④証券投資の必要性
　これからのインフレ経済に負けないため
と円安局面を考えて、証券投資による中長
期的な観点での、資産運用や資産形成が必
要な時代を迎えたと思います。今年から
NISAも始まり、国策に沿った社会的使命と
して証券投資の重要性と必要性を、世の中
に布教活動のように広めなければと痛感し
ています。
　又、中長期的には、世界的に見ても投資
環境は整って来ていると確信しています。
証券は種類としては単純です。主として、
株式・債券・リートの3つが基本で、債券
は満期まで持てば金利と元金保証。株式は

ニコニコボックス 本日合計 　29,000 円

 累　　計 844,000 円

◇
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変動リスクが高い物、リートは不動産を証
券化して家賃収入が配当となる商品。これ
らの単独投資かミックスした商品である投
資信託か、また、それが国内物か外国物か
の違いくらいの分類です。投資信託に於い
ては、年金の補完や毎月の家賃収入の代わ
りとしての毎月分配型などが主流です。国
内株式市場物以外では、円安の方向性を考
えて、外国株、外国債券、外国リートなど
を交えた投資でお金に外国旅行をさせる事
も必要だと思います。私共は個々のリスク
許容度を考えて、中長期的な証券投資が必
要な時代を迎えたと思っています。

＊4〜5月  例会予定＊

 4月30日　指定休会

 5月７日　新会員　山口　剛史さん

 5月14日　佐世保市 国体推進室
  室長　金子淳一郎 様

 5月21日　新会員　松尾　　貴さん

 5月28日　長崎国際大学RAC
  　会長　田浦　麗美さん

大会1日目　4月11日㈮　RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会　　於：平戸海上ホテル

RI会長代理
李義求 様ご夫妻

大会2日目　4月12日㈯　於：平戸文化センター

国際ロータリー第2740地区　2013-2014年度　地区大会　2014年4月11日㈮〜13日㈰

講演
竹本慶三 様
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　　　　台南RC歓迎懇親会 　2014年4月13日㈰

台南RC会長 周亮宏（E.S.）さんと
莊煌山（リーダー）さん

歓迎の挨拶
石井正剛会長

尺八を演奏する
ロジャーさん

長崎検番の
華やかな踊り

九十九島パールシーリゾートで、
イルカショーを見学される
リーダーさんご夫妻

ハウステンボスのカナルクルーザーに乗船

E.S.会長ご夫妻と石井会長が
伴奏で参加!!

２
次
会
に
も
40
名
を
超
え
る
メ
ン
バ
ー
が
参
加
！ 

大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た

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

（今週の担当　目黒　誠之）
 （カメラ担当　佐藤　　淳）

来賓代表挨拶
E.S. 会長

乾杯
武井洋一パストガバナー

手に手つないで
橘髙克和パスト会長


