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 副会長　木村　公康
　田中丸会長に代わり、ご挨拶
いたします。
　13日㈰の名古屋ウィメンズマ
ラソンは大変興味深いレースで
した。リオデジャネイロ五輪女
子代表の最終選考会を兼ねたレ
ースで、1月の大阪国際女子マラソンで優勝し
た福士加代子選手がリオ五輪代表に内定がでな
い為、直前まで出場すると公言し、五輪代表の
選考方法についてマスコミはじめ、色々な方々
のご意見がテレビを賑わせました。
　レースはバーレーンのキルク選手が2時間22
分40秒で優勝しましたが、リオ五輪代表最後の
座である日本人1位をかけた田中選手と小原選
手の37km過ぎからのデッドヒートは見ごたえ
がありました。たった1秒の差が田中選手の笑
顔と、小原選手の涙となり、私も勝負の世界の
厳しさに感動しました。
　また、アテネ五輪の金メダリスト、野口みず
き選手のラストランになるであろう走りにも期
待していましたが、37歳の年齢からくる衰えか
らか、5km地点から脱落しました。「沿道やラ
ンナーの応援がすごくて最後の10kmは花道の
様だった。こんなに愛されていたんだなとしみ
じみ感じた」という、ゴール後のコメントにも
またまた感動しました。スポーツとは本当に人
に感動を与えるものだと思いました。
　本日は、佐世保青年会議所の指山理事長の卓
話です。大変期待しておりますので、宜しくお
願いします。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
　一般社団法人	佐世保青年会議所
	 第63代理事長　指山　　立

りゅう

	様
◯ゲスト	
　一般社団法人	佐世保青年会議所
	 望月　健吉	様

	 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリーデータ関係担当部マネジャー
 （Manager, Data Relations）
 ケネス･ライト氏（Kenneth Wright）
　	2016年ロータリー国際大会：投票代議員用委
任状用紙が届いております。

２．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192号　2016年3月11日
発行」が届いております。

３．長崎北ロータリークラブ
　	4月24日開催、地区研修･協議会のプログラム
（案）が届いております。

４．第2740地区 地区ローターアクト委員長
  緒方　重利さん
　　地区ローターアクト代表 立石　健悟さん
　　 年次大会実行委員長 北村　俊子さん
 （佐世保東RAC）
　	第2740地区ローターアクト第34回	地区大会
の仮登録のご案内
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副 会 長 挨 拶 例 会 記 録

幹 事 報 告



　日時／	2016年6月11日㈯		15:00	受付開始〜
　　　　12日㈰	13:00　全日程終了	1泊2日
　会場／	JAさせぼホール（佐世保市松浦町2-28）
　懇親会／JAさせぼホール
　参加費／会員式典	3,000円、懇親会	5,000円
　　　　　宿泊代	7,000円、二次会費	3,000円
　　　　　2日目のみ参加の方は式典代	3,000円
　締め切り日／3月31日㈭

■青少年奉仕委員会 委員長　坂本　　敏
　昨日、インターアクトの例会に
出席しました。出席数は 7名
で、例会終了後、学校付近を清
掃活動しました。次回インターア
クト例会は、春休みのため未定
となっております。
　3月10日㈭、ローターアクト委員会に、増本次
年度会長と行ってまいりました。内容はピクト
グラム（視覚記号）と、大変為になりました。

■職業奉仕委員会 委員長　平尾　幸一
　今年度の職場訪問のご案内状
をセルフボックスに入れており
ます。時期的にまだ早い感じが
ありますが、3月30日が指定休会
日、4月6日が観桜例会というこ
とで、本日ご案内致しました。
スーツ姿で見学可能な範囲を見せていただきま
すので、皆様のスケジュールに是非組み込んで
いただきたいと思います。多数の皆様のご参加
をお待ち申しあげます。

■会長エレクト 増本　一也
国際ロータリー第2740地区
2016-2017年度 会長エレクト･
次期幹事研修セミナーのご報告

　日時／2016年3月13日㈰
　　　　13:30	開会（点鐘）
　会場／ホテルニュー長崎（長崎市）
◯RI会長エレクト
　ジョン	F.	ジャーム（米国テネシー州）
　1976年RC入会
◯テーマ
　「人類に奉仕するロータリー」
　	ROTARY	SERVING	HUMANITY
＊RI会長賞	要綱
　	受賞資格：2つの必須項目の活動を完了し、
その他のいくつかのカテゴリーを満たす事。

　　①	ロータリークラブセントラルを通じての
目標設定と報告

　　②	7月と1月のRI半期人頭分担金を遅延なく
支払う。

　対象期間：	2016年7月1日〜2017年6月30日
（今回より丸一年間）

　	特別賞：クラブの賞に加え、地区を対象とし
た表彰もあります。

◯地区運営方針
　国際ロータリー第2740地区	ガバナーエレクト
　㟢永　　剛（長崎北RC）
　	〔㟢永海運㈱代表取締役会長〕
　「地区に奉仕するロータリー」
　☆財団創立100周年である事を十分理解し、
　「	職業サービス」の基本理念、四つのテスト
の下にロータリアンとしての「誇り」を持
って地域に貢献しよう

　☆会員増強の目標
　　	会員50名未満のクラブ：純増１名
　　会員50名以上のクラブ：純増２名
　☆	ロータリー財団への年次寄付目標
　　一人平均150ドル／年間
　☆米山記念奨学会への寄付目標
　　一人平均16,000円／年間
◯研修セミナー（講演）
　「ロータリーよもやま」
　国際ロータリー第2740地区
　2006-2007年度ガバナー		田口　　厚（長崎RC）
◯次年度地区主要行事
＊	地区研修･協議会
　2016年4月24日㈰　13:30
　ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
＊ガバナー公式訪問（佐世保RC）
　2016年7月13日㈬　12:30
＊地区大会：2017年4月15日㈯　本会議

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
2015-2016年度　囲碁･将棋大会開催のお知らせ
　来る4月27日㈬、役員交代式記念囲碁･将棋
大会の前哨戦を開催致します。毎回12〜13名
の会員の方々に参加していただいております
が、初心者の方もご遠慮なく、奮ってご参加
いただきたいと思います。食事付きで会費
3,500円、多少の飲み物も付いておりますが、
お茶、アルコールなどの持ち込み、差し入れ
をお願い致します。
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委員会報告

囲碁・将棋同好会より



　本日、セルフボックスにご案内状を入れてお
りますので、参加される方のみお返事いただけ
れば、幸いです。

前田　文智
　4月の異動で大阪に参ります。
栄えある佐世保RCには2年3か月
お世話になりました。多くのこ
とを教えていただいたことに心
から感謝申しあげます。
　一番の思い出は２回の忘年家族会で余興に出
演させていただいたことです。本当にありがと
うございました。

ロータリー情報・文献記録委員会
 委員長　橘髙　克和
　THE	ROTARIAN３月号にお
いて、RI会長エレクトであるジ
ョンＦ.	ジャーム氏の人柄を表す
言葉として、
「A	MAN	OF	COMMITMENT」
が使われています。「約束を守り
ぬく人」という意味です。
　私は日米協会の役員をしておりますが、コミ
ュニケーションはもっぱら翻訳ソフトに頼ってお
り、これではダメだと常日頃思っておりました。
　佐世保RC65周年式典にお越しいただいたラホ
ヤRC会長代理との会話も10％程度しか理解でき
ませんでした。これではいけないと一念発起
し、NHK基礎英語のテキストを買い込み、日々
トレーニングを積んでおります。3週間になり
ますが、聞き取りにも少し慣れてまいりました。
　来年のラホヤRC70周年式典には通訳なしで
臨めるよう研鑚を積みたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。

	 出席委員会　長浜　陽介
◯永年会員表彰
　円田　三郎さん（50回）
　山縣　義道さん（33回）
　森　　信正さん（32回）

 親睦活動委員会　松本　淳也
木村　公康 副会長、芹野　隆英 幹事
坂元　　崇 副幹事、森　　信正さん
古賀　　巖さん、米倉洋一郎さん
池田　真秀さん、廣瀬　章博さん
坂本　　敏さん、長島　　正さん
松本　由昭さん、大神　吉史さん
増本　一也さん、橘髙　克和さん
松尾　　貴さん、中島　祥一さん
石井　正剛さん、有薗　良太さん
大久保利博さん、吉田　英樹さん
梅村　良輔さん、西村　一芳さん
平尾　幸一さん、玉野　哲雄さん
富永　雅弘さん、円田　　昭さん
中川　知之さん
　佐世保青年会議所理事長	指山	立君の卓話に
期待してニコニコします。

遠田　公夫さん
　小学生の頃より、満面の笑顔と元気溌剌であ
った指山立君が、今やお父さんを超えるくらい
有能な設計士になられ、そして次世代のリーダ
ーとして立派に成長された姿に感動さえ覚えま
す。JC理事長としての来訪と卓話に大いに期
待します。

安部　直樹さん
　本日、九州文化学園幼稚園の卒園式が終了
し、7つの学園の卒業式が終わりました。会員
の皆様のご支援ありがとうございました。

円田　三郎さん、森　　信正さん
　永年会員表彰ありがとうございます。
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ニコニコボックス

ニコニコボックス	 本日合計	　35,000 円

	 累　　計	 708,000 円

◇

慶　　　祝

ロータリー３分間情報

退 会 挨 拶
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クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

（今週の担当：圡井　弘志）
（カメラ担当：上野　好章）

『chance, choice, 
　　　challenge, change』

　一般社団法人 佐世保青年会議所

　第63代理事長　指山　　 立
りゅう

 様

　日頃より佐世保青年会議所の活動に対しまし
てご理解とご協力を賜り、ありがとうございま
す。今日はチャンス、チョイス、チャレンジ、
チェンジという観点から私自身や仕事やJCの変
化などについて話をさせていただきます。
　母親曰く、私が幼稚園の頃は、毎日一人砂場
で遊んでいたらしく、母親が「将来この子は大
丈夫だろうか」と思うほどの引っ込み思案でし
た。小１の時に入ったラグビーもすぐに辞め、
水泳も辞め、習字も勝手に辞め・・・何をして
も続かず、といった幼少期でした。最初の転機
は小３の時に入ったソフトボール部。スパルタ
で厳しかったのですが、不思議と最後までやり
通せました。ここで忍耐力が身に付きました。
　次の転機は、遠田さんとの出会いです。スポ
ーツの才能がないということで小６の終わり
頃、遠田さんから学習塾へ連れていかれまし
た。野球で培った忍耐力が活きました。この塾
もスパルタでしたが３年間通うことができまし
た。ここで学力が急上昇。おかげで北高へ進学
し、父の影響もあり福岡大学建築学科へ進学。
遠田さんとの出会いがなかったら今の自分はあ
りません。４年で卒業したものの、大学時代は
バイトと遊びの堕落した日々。そして就職活動
もせずに今の会社へ入社。そんな甘い自分を鍛
えようと、父の勧めで23歳の時にJCへ入会。こ
れも大きな転機でした。周囲には同世代で活動
しているメンバーが多く、大きな刺激を受けま
した。自然に負けず嫌いの性格が芽生えまし
た。JCに浸かった私ですが、家業を継ぐために
一級建築士の取得を決意。一年間JCを休み無事
に建築士に。ここでも忍耐力と負けず嫌いの性
格が活きていたと思います。
　取得後は更にJC活動に邁進し、今に至りま
す。家業の建築士を取り巻く環境も時代の変化
と共に変わり、厳しい環境にあります。親子三
代、建築士として歩んできましたが、変化を的

確に捉えつつ益々精進していかなければなりま
せん。JCを取り巻く環境も大きく変わっていま
す。会員数の減少もしかり、メンバーの構成も
しかり。現在では多くのNPO団体があります
が、唯一無二の存在であり続けるために、本年
度の「一体感」というスローガンの元、日本一
元気なJCを目指して精進します。これまでJCで
経験し学んできたことは今の自分に大きな影響
を与えています。とにかくチャレンジの日々。
仕事と家庭とJCのバランスを常に意識しながら
やってきました。会社や家庭の理解を得ていく
ことも自分にとっては勉強と成長です。
　最後に、これまで影響を与えてくれた全ての
方々に感謝しながら更にJC活動に邁進するとと
もに、JCが終わっても佐世保の明るい将来のた
めに、まちづくり活動に積極的に関わっていき
ます。

以上

＊3〜4月  例会卓話者予定＊

３月30日	 指定休会日

４月６日	 観桜例会

４月13日	 佐世保の郷土史研究家
	 	 和田　　隆	様

４月20日	 調整中

４月27日	 会員　加納洋二郎さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

4月例会未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

3月24日㈭　休会

＊	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。

卓　　話


