
できました。その後は豊かな表情を身に着
けるように育てられ、眉毛の動かし方を身
に着けると頭が動くことに気づき、そこか
ら豊かな表情はそっちのけで、「いかにして
頭を動かすか！」に執着してしまいまし
た。前後に動く人はお見かけしたことがあ
りますが、左右に動かせる人とは出会った
ことがありません。調子がいい時は一回転
もできますので、お酒の席ででもご披露さ
せていただければと思います。
　現在の職に就くまでには、教材屋さんや
土木関係の仕事も経験させていただきまし
た。多様な経験により純粋無垢な子どもた
ちを指導することも無限大です。園の子ど
もたちも多くの経験から様々なことを学ん
で欲しいと願っています。
　私共が運営している園は祖父の代から受
け継いだものです。祖父は銀行の役員を経
て「これからは幼児教育が必要だ！」と幼
稚園を設立いたしました。現在は祖父の創
立の想いを大切にしながら、大宮幼稚園、
にじいろ保育園、吉井保育所、学童教室コ
スモスクラブを二法人で運営しています。
　平成27年4月より「子ども子育て支援新制
度」がスタート致しました。これまでの乳
幼児関係の施設は、幼稚園（小学校以降の教
育の基礎をつくるための幼児教育を行うと
ころ）、保育所（就労などのため家庭で保育
のできない保護者に代わって預かるところ）
でしたが、これから重要視されてきている

『新制度について』

　新会員　古賀　久貴さん
　㈻古賀学園  理事長

　私は、大宮幼稚園で園長を兼任していま
す。今日は子どもたちに「お仕事いってら
っしゃい！」と見送ってもらいました。ス
ーツで園にいると私の仕事って…と思うこ
とがあります。
　生年月日は昭和48年10月28日です。最近
はインターネットの普及により検索すると
様々な情報が出てきます。おかげで知らな
かった自分の性格にも出会うことができま
した。寡黙で口数が少ないが行動力は抜
群、自分を飾ることが嫌いで自慢めいた話
は一切しない謙虚さを持っているそうで
す。平和な家庭を築き不倫や浮気とは無縁
な男でございます。
　佐世保には三人の「古賀久貴」が存在し
ますが三人ともにそれぞれ違い、お一人の
古賀久貴さんとは古賀久貴同士の貴重な名
刺交換を経験させていただきました。
　幼少期にはアメリカンな母親に育てられ
たおかげで、膝を伸ばして歩くアメリカン
な歩き方を教えられ、小学校では変わった
やつと言われましたが、トップモデルのよ
うにスマートな歩き方を身に着けることが
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のが、認定こども園といいます。この認定
こども園とは、教育と保育を一体的に行
い、保護者の就労の有無にかかわらず全て
の子どもたちが幼児教育を受けられます。
他に、保護者の就労形態が変わっても継続
して通園でき、未就園児の子どもたちも通
え、子育て相談や親子の交流の場を提供す
るなど、地域の子どもたちと保護者の力に
なることができる施設です。
　現在は幼稚園、保育所、認定こども園と
の分類に分かれますが、佐世保市のすべて
の子どもたちの最善の利益のために、すべ
ての乳幼児関係施設が連携し、子どもたち
のことを真剣に考えていければと思います。

■長浜　陽介
　東京海上日動火災保険㈱
　長崎支店　佐世保支社長

推薦者：増本　一也
　　　　大久保利博
カウンセラー：増本　一也
委員会配属：親睦活動委員会
　　　　　　出席・例会委員会

　横浜出身、大阪から参りました。40歳の
若輩者ですが、ロータリーを通じて公私と
もに充実した佐世保の生活を送りたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○ゲスト
　第5グループガバナー補佐
 中野　　浩さん（平戸RC）

　米山奨学生　B
ブ イ

UI, C
チ

HI T
テ ィ

HI B
ビ ッ ク

ICHさん
○ビジター
　佐世保東RC 川中　裕二さん

 会長　円田　　昭
　昨日、九州地方の梅雨入り
が発表されました。蒸し暑い
日々になろうかと思います
が、元気に乗り切っていきた
いと思います。
　春・夏・秋・冬と四季がある日本の気候風土
が日本独自の文化や風習を育ててきたもの
と考えます。そして例年になく暑い日が続
いた5月も終わり、ロータリーでは年度の最
終月となりました。今月はロータリー親睦
活動月間となっております。クラブ行事で
は13日に朗遊会、27日に役員交代式及び記
念懇親会を予定しておりますので、多数の
皆様のご参加をお願いいたします。
　最後まで緊張を解かずに務めてまいりま
すので、宜しくお願い致します。

〔理事会報告〕
　例会に先立ち、第12回理事会を開催いた
しました。
◦ 新会員入会並びに委員会配属について承

認いたしました。　
　 長浜陽介さん：親睦活動委員会、出席・

例会委員会
◦ 幸良秋夫会員、田頭愼一会員の退会を承

認しました。
◦ 職場訪問の委員会費支出について承認し

ました。
◦ 最終理事会日程を承認いたしました。

第5グループガバナー補佐	 中野　　浩さん
　ガバナー補佐としての最後
のあいさつを、佐世保RCにて
させていただきます。
　今後とも平戸RC共々よろし
くお願いいたします。
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 幹事　納所　佳民
１．2014-15年度	ガバナー	宮㟢　清彰さん
　�ガバナーノミニー・デジグネート（2017-
2018年度ガバナー）選出のご報告

　所属クラブ：佐賀南ロータリークラブ
　駒井　英基さん
　駒井歯科医院　院長

２．次年度地区米山記念奨学委員会
	 委員長　本多　善彦さん
　�2015-16年度�クラブ米山記念奨学委員長
　セミナー開催のご案内
　日時／平成27年6月27日㈯
　　　　13:30 受付　14:00 開会
　会場／唐津市相知交流文化センター
　　　　（唐津市相知町中山3600-8）
　 出席予定者／クラブ該当者、次年度ガバ

ナー補佐、次年度クラブ米山委員長、米
山奨学生

３．佐世保学園	 園長　伊藤　達也さん
　「�社会を明るくする運動」月間における意
見発表会の開催について（ご案内）

　日時／平成27年7月10日㈮　13:30〜15:30
　会場／佐世保学園 体育館

■ロータリー財団委員会
	 委員長　円田　浩司
　納所佳民会員、髙瀨宏滋会
員より、（公）ロータリー米山記
念奨学会へご寄付いただきま
した。

 囲碁・将棋同好会幹事　平尾　幸一
　6月17日㈬、17:00より島地町のニンジン・
クラブにおきまして、2015-16年度 役員交代

式記念囲碁・将棋大会を開催
いたします。会費は、夕食付
きで3,000円、参加された方に
は、もれなく参加賞がござい
ます。皆様のご参加をお待ち
申しあげております。

	 親睦活動委員会　松原　　健

佐世保東RC　川中　裕二さん
　初めてメークアップさせていただきまし
た。本日は勉強させていただきます。

円田　　昭さん、平尾　幸一さん
納所　佳民さん、髙瀨　宏滋さん
安部　直樹さん、遠田　公夫さん
増本　一也さん、古賀　　巖さん
池田　真秀さん、坂元　　崇さん
米倉洋一郎さん、小川信次郎さん
芹野　隆英さん、円田　浩司さん
長富　正博さん、中村　徳裕さん
菅沼宏比古さん、橘髙　克和さん
坂本　　敏さん、前田　文智さん
河原　忠徳さん、梅村　良輔さん
山縣　義道さん、佐々木秀也さん
　古賀久貴さんの卓話に期待してニコニコ
します。

増本　一也さん、大久保利博さん
　東京海上日動の長浜陽介さんの入会を歓
迎してニコニコします。
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委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 ・ 石田　謙二

（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　坂元　　崇）

＊6月  例会予定＊

 6 月17日 クラブ協議会

 6 月24日 クラブ協議会人「むすび会」
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／6月17日㈬　17:15〜　予定
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＊

日時／6月11日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 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。

第43回 佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会 表彰式及び懇親会
− 平成27年5月24日㈰ −

佐世保RCは、芹野隆英さん、米倉洋一郎さん、
松本由昭さん、大久保利博さん、円田浩司さんの
ご活躍により、見事優勝することが出来ました。


