
　戦後、祖父は公職追放令で職を失い、元来病弱
だった祖母は敗戦のショックでさらに心身を疲弊
させたため、やむなく網元の娘だった祖母方の実
家を頼り、慣れない漁業・水産加工業に従事しな
がら、艱難辛苦の日々を送ったようです。その
後、私が生まれたわけですが、幼少の頃に目にし
た佐世保は、造船の活況に湧き、四ケ町も玉屋さ
んも大変な賑わいで、活気に溢れた街でした。そ
んな強烈な記憶を抱きながら、東京の大学に進学
したのですが、当時はバブルの絶頂期。当初、九
州に戻ってくる考えは全くなかったのですが、魔
がさして？JR九州を受験、内定の日に佐世保駅
に降り立ったのが運命の分かれ道となりました。
折しも造船不況の後だったのか、かつての記憶と
はあまりに懸け離れた佐世保の街の様子や泡沫景
気に狂乱していた東京との格差に愕然とし、生意
気にも「九州のために何かしたい！」と妙な義侠
心？に駆られて、新生JRの第一期生として入社
しました。最初の10年は人事、経営企画等の業
務に従事しましたが、アミュプラザ長崎の開発業
務を皮切りに、爾来、駅ビル等を中心とした多角
化事業に鋭意取り組んでまいりました。
　そして、入社から四半世紀を経た記念すべき年
に、まさしく「原点回帰」のように佐世保の片隅で
勤務できるようになった幸せに奇しき縁を感じな
がらも、本当に嬉しく、感慨深いものがあります。
　我がホテルも今年で開業20周年。オークラの
名を冠してから3周年。次の20年にむけた「第二
の創業」を通じて、甚だ微力ながら、ロータリー
の訓えでもある「生業」で佐世保の元気づくりに
貢献してまいりたいと存じます。本年も倍旧のご
指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い致
します。

『私と佐世保、JR、そして
　　オークラ、ロータリー』

　新会員　松本　淳也 さん
　　ホテルオークラJRハウステンボス㈱
　　代表取締役社長

　私は、昭和41年7月、福岡県の前原町（現前原
市）で生まれましたが、当時、本籍は佐世保にあ
りました。遡れば、私の祖父が帝国海軍に奉職し
たことが由縁です。祖父は病院船をはじめ多種多
様な艦船に乗り込んでいたようですが、大東亜戦
争開戦時は航空母艦「加賀」の乗組員でした。昭
和16年の晩秋、非常呼集に応じて乗艦した際に
は、行先秘匿のまま、防寒の準備を通達されたそ
うです。向かった先は択捉島の単冠湾。連合艦隊
はそこで一旦集結し、新高山ならぬ真珠湾をめざ
しました。翌昭和17年6月、再び太平洋へ。そし
て、その後の日本の命運を分かつことになったミ
ッドウェイで米海軍雷撃機の猛攻を受け、沈没の
憂き目に遭いつつも、九死に一生を得て生還。帰
朝後、厳しい情報統制目的の軟禁状態を経て諫早
の海軍病院に転属、昭和20年8月、長崎に原子爆
弾が投下された瞬間、青白い閃光を窓ガラス越し
に見た祖父は、数時間後に救援列車で陸続として
送られてくる被爆者の方々の治療に無我夢中で取
り組みました。未曾有の事態に混乱を極める中、
充分な物資もなく、人手も足りない状況下にあっ
て、当時6歳だった私の父も雑役に駆り出されて
間接的に被曝。いまも被爆者健康手帳を持つ父の
子である私は被爆二世でもあります。
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◯ロータリーソング「我らの生業」

 会長　円田　　昭
　昨日は大寒でしたが穏やかで
暖かい日和でした。私が中学生
の頃には大寒訓練といって大寒
の日に校区内を走るマラソン大
会が行われておりました。私は
てっきり「耐寒」、寒さに耐える訓練だとばか
り思っていた事を思い出します。
　先週の18日㈰には、ローターアクトクラブの
インターシティミーティングが広田地区公民館
で開催されました。私は所用で出席できませ
んでしたが、担当の大久保委員長、増本委員
長など、多くのロータリアンに参加して頂き有
意義に終了しております。後程委員会報告を
お願いいたします。
　14日㈬には、市内８ロータリークラブ会長・
幹事会が、佐世保中央ロータリークラブの主催
で開催され出席いたしました。議題は今月31
日に開催されますインターシティミーティングの
件で、担当の北ロータリークラブの要望は、出
席される皆様の懇親会までの参加をお願いしま
すとの事でした。当クラブも27名で参加する
予定ですので最後まで宜しくお願い致します。
　会場までの車の乗り合わせにつきましては
幹事・副幹事が参加者にお知らせしますので
宜しくお願いいたします。

 幹事　納所　佳民

１．一般社団法人 ロータリーの友事務所
 代表理事　橋本　長平さん
　『ロータリーの友』電子版のご案内
　　電子版の閲覧方法
　　ロータリーの友 HPアクセス
　　www.rotary-no-tomo.jp
　　『ロータリーの友』電子版をクリック
　　ID：rotary　　パスワード：rotary

２．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ
　2015-16年度 テーマ発表
　『世界へのプレゼントになろう』

３．陸上自衛隊相浦駐屯地
　機関紙「つくも」1月号が届いております。

■親睦活動委員会 委員長　長富　正博
長寿祈願祭並びに祝賀会のご案内
日時／平成27年1月28日㈬
会場／11:00 祈願祭･記念撮影
　　　　　  　：亀山八幡宮
　12:30 例　会：佐世保玉屋8階
　18:30 祝賀会：佐世保玉屋7階文化ホール

卒寿〔大正15年（1926年）生〕
　　　佐々木秀也さん
傘寿〔昭和11年（1936年)生〕
　　　井上　斉爾さん
喜寿〔昭和14年(1939年)生〕
　　　岡　　英樹さん、安福鴻之助さん
古稀〔昭和21年（1946年)生〕
　　　遠田　公夫さん、福田　金治さん
　　　髙田　俊夫さん
還暦〔昭和30年（1955年)生〕
　　　山下　尚登さん、黒木　政純さん
　　　溝口　尚則さん、平尾　幸一さん

■ローターアクト委員会 委員長　増本　一也
2014年-2015年度国際ロータリー
第2740地区ローターアクト
IM（インターシティミーティング）
の報告

　開催日時／2015年1月18日㈰
　　　　　　点鐘 10:30〜14:00
　開催場所／広田地区公民館（佐世保市）

　先日の日曜日、国際ロータリー第2740地区
ローターアクトのIMが開催されました。
　今回は、長崎国際大学RACと佐世保東RAC
の合同で開催されました。地区より古賀秀仁
RA委員長、北郷雅子ライラ委員長、大島隆
RA委員が出席されました。当クラブからは、
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納所幹事、大久保青少年奉仕委員長、大神吉
史副委員長、それに私の4名が出席致しまし
た。大久保委員長には、提唱RC会長代理とし
てご挨拶して頂きました。
　佐世保東RCからは、川中幹事、西畑RA委
員長、小松屋芳委員が出席され、長崎国際大
学RACからは、田浦会長、瀧浪幹事始め13名
が参加、佐世保東RACの会員と共に、IMの運
営に携わっておりました。佐世保東RACの会
員数は、現在5名です。長崎国際大学RACの
卒業生の北村俊子さんが、現在幹事を務めて
います。総勢45名の出席でした。
　講演は、佐々町にある北村製茶の北村誠さ
んが、「お客様とのつながりを糧として〜山の
上の小さな農家のお茶つくり･人つくり」と題
して、ご自身の人生談をお話されました。無
農薬のお茶つくりは、大変難しく、佐々町の
山の頂上で栽培しているので、可能な様で
す。全国に健康茶の原料として提供されてい
ます。
　全般的に今回のIMは、進行等に多少手落ち
がありましたが、彼らが一生懸命やっている
姿は、今後に繋がる素晴らしいものでした。

■インターアクト委員会 委員長　大久保利博
　本日の西海学園インターアク
トクラブの例会は、中止とさせ
ていただきます。（インフルエン
ザで）

ロータリー情報・文献記録委員会 髙田　俊夫

（11）会員資格を失わない最低限度の出席
　クラブ定款で会員資格を失わない為の最低

限度の出席は次のように記載さ
れています。

［1］ 上期、下期ともメークアッ
プを含む例会出席率が50％
以上

［2］ 上期、下期ともホームクラブ出席率30％
以上

［3］連続して例会を4回以上欠席しないこと

　［1］から［3］項の1つでも該当する会員は、自
動的に退会になるのではなく、理事会で審議し
て退会させることを決議することが必要です。
　上記3項目の出席が不可能の時は、次の条件
に合う会員は、理事会申請、理事会の承認が
あれば、会員資格を失うことはありません。
①年齢と在籍年数の合計が85年以上の方
② 理事会承認の条件と事態に従った欠席の方

で正当かつ十分な理由にて欠席届けを出さ
れた方。

（ 標準ロータリークラブ定款第9条第3節・第
12条第4節）

 出席委員会　小川信次郎
◯永年会員表彰
　井上　斉爾さん（31年）
　下田　弥吉さん（25年）
　遠田　公夫さん（26年）
　井手　孝邦さん（26年）
　長島　　正さん（22年）

◯出席100％表彰
　玉野　哲雄さん(37回)
　前田　文智さん(1回)

ロータリー３分間情報

慶　　　祝



＊2月  例会予定＊

 2 月 4 日 米山記念奨学生
 　ブイ チ ティ ビック さん

 2 月11日 祝日休会

 2 月18日 第64回創立記念日例会
 　大神　邦明パスト会長

 2 月25日 Ｒ奉仕プロジェクト委員会委員長
 　黒木　政純さん

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／2月4日㈬　17:15〜
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
第112回例会（役員交代式）
日時／2月21日㈯（時間は調整中）
会場／広田地区公民館（予定）

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　中川　知之）
（カメラ担当　山口　剛史）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

 親睦活動委員会　古賀　　巖

円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、米倉洋一郎さん
山縣　義道さん、古賀　　巖さん
木村　公康さん、松原　　健さん
円田　浩司さん、大久保利博さん
富永　雅弘さん、梅村　良輔さん
前田　文智さん、小川信次郎さん
福田　金治さん、平尾　幸一さん
長富　正博さん、中島　祥一さん
圡井　弘志さん、黒木　政純さん
岡村　一郎さん、有薗　良太さん
増本　一也さん、川口　博樹さん
　松本淳也さんの卓話に期待して

芹野　隆英さん（次年度幹事）
　去る1月14日、ワシントンホテルにて、来年
度の第1回期前理事会を無事開催することがで
きました。健康状態を心配していた田中丸善
弥会長エレクトも、長崎大学病院を退院し出
席されましたので、ご報告も含めてニコニコ
いたします。

溝口　尚則さん
　シンガポールより1億数千万円の予算をつけ
て頂いた遺伝子の研究が「Nature Genetics」
にアクセプトされました。私も著者（3人の中
の1人として）に加えてもらいました。世界一
流のジャーナルにのるのも、これが最初で最
後と思いますのでニコニコします。

髙瀨　宏滋さん
　先週はインフルエンザのため例会を欠席致
しました。納所幹事には久しぶりの例会進行
をして頂きまして、たいへんご迷惑をお掛け
致しました。体調管理にはしっかりと気を付
けて残りの例会進行にご迷惑をお掛けしない
ようにしていきます。

長島　　正さん、玉野　哲雄さん
前田　文智さん
　永年会員表彰および出席100%表彰ありがと
うございます。

ニコニコボックス 本日合計 　30,000 円

 累　　計 684,000 円

◇

ニコニコボックス


