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ます。本日は会員数74名、出席者52名で議決に
必要な3分の2以上の定足数に達しております。
クラブ細則第11条の改正について、皆さんご承
認頂けますでしょうか。

「第３条：監事を選挙する」
　�ご異議がなければ、拍手をもって承認頂けま
すでしょうか。【承認】

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯卓話者
　一般社団法人�長崎県建築士会�佐世保支部長
　指山建築ファクトリー�代表取締役�
� 指山　康二�様

	 幹事　松尾　文隆
１．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205号� 2017年4月11日発
行」が届いております。

2．台南ロータリークラブ
　「�季刊誌2016-17年冬季号」が届いております。

3．牛津ロータリークラブ	40周年実行委員長
	 	白石公太郎さん
　創立40周年記念式典のご案内
　　日時／平成29年5月27日㈯
　　　　　登録開始�15:30〜　式典16:00〜
　　　　　記念講演�17:20〜　上甲　晃氏
　　会場／マリトピア
　　登録料／10,000円

４．大村ロータリークラブ
　「週報No.28〜31」が届いております。

	 会長　増本　一也
　先週の14日㈮、15日㈯、16日
㈰、長崎での地区大会、皆さん
お疲れ様でした。14日㈮は、ホ
テルニュー長崎で、午後6時30
分よりRI会長代理晩餐会が開催
されましたので、福田金治2018
〜2019年度ガバナーエレクト、松尾文隆幹事と3
人で出席致しました。RI会長代理、高成大（RI
第3650地区パストガバナー）氏をお迎えして、
盛大な晩餐会が開催されました。
　翌日の本会議は、長崎ブリックホールで12時
に点鐘、当クラブより25名、インターアクト4名
の方に参加して頂きました。個人表彰として、
私共のクラブは、円田三郎さん、武井洋一さん
のお二人が50年在籍表彰の受賞を受けておられ
ます。今回の地区大会は、2740地区内外より
2,188名の参加者数（登録数）でした。
　本日配布致しております週報には、ラホヤ
RC関連の記事や写真が多数掲載されておりま
すので、是非、ご一読ください。
　ところで、この2週間、ラホヤRC70周年記念
式典・祝賀会への訪問、そして地区大会と、今
年度の一つの山場を終えました。残り2ヵ月半
ですが、まだ事業としても、炉辺会合例会、児
童養護施設の子供達を田植えに連れて行く事業
等を予定しておりますので。皆さんのご協力を
よろしくお願いします。

　ここで細則改正ご審議を頂きます。
〈決議〉
　3月29日㈬に、ロータリー情報文献記録委員
会�石井委員長がご説明されました「佐世保RC
細則改正案」についてご承認を頂きたいと思い
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方々は準備から大変だったことだろうと思いま
した。
　しかし、この役目がすぐ近い将来、私たちが
ホストを担当する番がくると思うと、身が引き
締まる思いでした。
　懇親会は場所を変えてホテルニュー長崎で開
催。広い会場が狭く感じるほどの出席者の数
で、バイキング形式の料理があっという間にな
くなっていきました。会場の両側には長崎県内
の酒蔵の樽が10種類ほど並んでおり、日本らし
い勢いを感じました。
　大会中で気になったのが、次回開催の佐賀の
みなさんによるPRムービーでした。有明海の
名物ワラスボを題材にSF映画風に制作された
凝ったものでした。福田ガバナーノミニーと増
本会長から、これに負けないような佐世保らし
い準備が必用だとのお話をいただきながら、せ
っかく担当させていただけるのだから、佐世保
らしい素晴らしい大会にむけて頑張っていきた
いと思いました。

■ローターアクト委員会	 委員長　大神　吉史
　先週13日㈭、瀧口新会長就任
後のローターアクト例会が開催
されました。廣瀬章博委員、田
中信孝さんにご参加いただき、
今後の例会予定とメインテーマ
について話し合いました。
（今後の開催予定日は４pをご覧ください。）

� 次年度幹事　坂元　　崇
　①2017-2018年度組織図②ロ
ータリー活動計画表③担当委員
会役割一覧表④会長運営方針⑤
大委員会開催の案内を入れてお
ります。各委員会の担当委員長
におかれましては、活動計画の
ご準備をよろしくお願いいたします。

	 米倉洋一郎
　4月22日㈯�12:15スタートで、
佐世保カントリー倶楽部にて、
第4回朗遊会を行います。
　次回は、市内8RCゴルフ大会�
5月21日㈰�11:26スタートです。

５．米山梅吉記念館		 理事長　渡邉	脩助	様
　①春季例祭ご案内
　　日時／平成29年4月22日㈯��14:00〜
　　会場／米山梅吉記念館ホール
　②賛助会ご入会のお願い
　　お一人�年間3,000円
　③館報�2017春号

６．安部直樹会員ご夫人恵美子さんより
　結婚記念品お礼状

７．佐世保地域文化事業財団
	 	理事長　永元　太郎	様
　�アルカスSASEBOジュニアオーケストラ
　第5回定期演奏会ご招待
　　日時／平成29年4月29日㈯
　　　　　開場13:30　開演14:00
　　会場／アルカスSASEBO大ホール

■親睦活動委員会	 安福　竜介
　先週末14日㈮〜16日㈰、長崎
ブリックホールで、「2016〜17年
度国際ロータリー第2740地区
地区大会」が行われました。当
クラブからは増本会長をはじめ
25名のメンバーの出席を頂きま
した。
　式典はある程度お決まりの形式でしたが、各
種表彰では50年以上在籍表彰で円田三郎さんと
武井洋一さんが受賞されました。大変誇らしく
感じ、お二人の背中を目標に頑張っていこうと
決意を新たにした会議でした。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕
「地区大会に参加して」
　先週15日㈯に、長崎ブリック
ホールで開催された「2016〜17
年度国際ロータリー第2740地区
地区大会」に参加してきました。
　会場では、久しぶりにお会い
する長崎新聞社社長の才木さんや、白いジャン
パーで笑顔でホストを務める十八銀行監査委員
長の松本さんに再会でき、とてもうれしく言葉
を交わしました。
　約1,500名のロータリアンやゲストを集めて
の大イベントですから、地区の関係者の皆様
や、ホストクラブの長崎北ロータリークラブの
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	 出席・例会委員会　木下　貴夫
◯永年会員表彰
　田中丸善保さん（48回）
◯出席100％表彰
　黒木　政純さん（15回）
　長富　正博さん（12回）
　石田　謙二さん（2回）

	 親睦活動委員会　井口　東郎
増本　一也会長、松尾　文隆幹事
大久保利博副幹事、米倉洋一郎さん
草津　栄良さん、廣瀬　章博さん
井上　斉爾さん、福田　金治さん
橘髙　克和さん、山下　尚登さん
坂元　　崇さん、中村　徳裕さん
円田　浩司さん、木村　公康さん
石井　正剛さん、加納洋二郎さん
平尾　幸一さん、遠田　公夫さん
古賀　　巖さん、梅村　良輔さん
松尾　慶一さん、中川　知之さん
芹野　隆英さん、黒木　政純さん
円田　　昭さん、富永　雅弘さん
有薗　良太さん
　佐世保中央RCパスト会長、指山建築ファク
トリー代表取締役�指山康二様の卓話に期待し
てニコニコします。
�
黒木　政純さん、長富　正博さん
石田　謙二さん
　永年会員並びに出席100％の表彰ありがとう
ございます。
�
円田　　昭さん、遠田　公夫さん
　先日は誕生日のお祝いありがとうございました。

『夢をかたちに・建築士の
　佐世保まちづくりと熊本地震』

　一般社団法人 長崎県建築士会
　佐世保支部長
　指山建築ファクトリー 代表取締役

　　指山　康二	様

◯建築士の社会貢献活動
　建築士会佐世保支部専務理事10年間、支部長
10年間、約20年以上携わり、行政協力をし、建
築士会の評価をうけ、現在、佐世保市都市計画
審議会・開発審議会・景観審議会委員を長年務
め、黒島の暫定世界遺産候補の前調査や日本遺
産調査保存にも係わり、昨年からは空家対策審
議会・前畑弾薬庫跡地有識者会議委員として係
わっています。

◯熊本地震　― 応急危険度判定士 ―
　個人的に建築士として色んな資格登録を取得
しています。
　熊本地震の２週間後、県の要請で4月末、応
急危険度判定士として、急遽、熊本に建物の危
険度判定調査に行き、震度4〜5の余震に恐怖感
を感じながら老体に鞭打って、建築士として微
力でしたが社会貢献活動ができました。
　昨年6月にはヘリテージマネジャー（建築物遺
産の調査保存活用の資格）として、文化庁の依
頼で熊本の文化財被害調査にも行きました。
　自然災害は無い方がいいのですが、この時代
何があるか分かりません！この様な災害時、建
築士が参加協力し地域に貢献できるか、建築士
としての専門職を活かす時代です。

◯建築士としての佐世保のまちづくり
　インスペクター（建物の調査・保存・活用）と
して佐世保市の要請で、「空家対策協議会」
や、ヘリテージマネージャーとして「前畑弾薬
庫跡地利用有識者会議審議委員」も務めていま
す。「佐世保日本遺産」の調査保存活用も教育
委員会の要請で、建築士会で「佐世保のまちづ
くり」へ協力・活動し、建築士会の社会貢献活
動をしています。また、経済人として佐世保地
域活性化推進協議会でも積極的に観光振興の活
動にも協力し、個人的にも20年以上、三・四カ
町・五番街等のまちづくりにも係わって来まし
た。また、「一般社団法人させぼラボ」まちづ
くり法人を公民連携で１月に設立し、佐世保の
街中の活性化の実践活動を始めています。

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計�　32,000 円

� 累　　計� 970,000 円

◇

卓　　話慶　　　祝
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◯「お祭り男」のまちづくり！出逢いに感謝！
　　ポジティブに生きる！ハッピーに生きる！
　一昨年11月させぼくんちでは、生まれ育った
上京町自治会長として、遠田さんの跡継ぎで、
元祖よさこい上京町喧嘩独楽を率い、佐世保の
街に元気を発信しました。
　昨年の十日恵比須では田中丸善保さんの推薦
で、商売繁盛の大恵比須役を過去最高の賑わい
と売り上げで務めました。また、10年前、これも
遠田さんと共に、㈱FMさせぼを開局し、当時
はＤＪをしていました。
　人生一番の思い出は、姉妹都市アルバカーキ
とサンディエゴ港湾局長に親書とお土産を持っ
て行く事になり、円田�昭さんや友人4人でレン
タカー8,630㎞の楽しいアメリカ横断旅行です。
　この様に、建築の仕事に関係無い様々の活動
をする事で、人生の勉強になり、無意識のうち
に仕事に結び付いていました。これも偏に北高
同級生やJC・RCのお陰だと、友達との出逢い
に感謝します！
　結びに、私は建築設計が大好きです。創り出
した物が社会に残り貢献出来るからです。死ぬ
まで図面を描き続け「夢をかたち」にして行き
ます。そして、未来の孫の時代まで繋ぐ「佐世
保のまちづくり」をライフワークとしてこれか
らも頑張ってまいります！� 以上

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦

（今週の担当：平尾　幸一）
（カメラ担当：石田　謙二）

＊5月  例会卓話者予定＊�　

５月３日� �祝日休会

５月10日� 会員卓話� 松尾　慶一さん
　　　　　　（白山陶器㈱　代表取締役社長）

５月17日� 株式会社�エヌ・ティ・ティ・データ九州
� 法人ソフトウエアー事業部
� 法人ビジネス部営業担当課長� �
� � 大谷　裕司�様

５月24日� �日本たばこ産業㈱
� 佐世保支店長� 三浦雄一郎�様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／5月 2日㈫　17:00〜　〔予定〕
日時／5月16日㈫　17:00〜　〔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／4月27日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学�食堂

日時／5月1日㈪�〔3月9日（155回例会）分〕
　　　授業の合間に清掃活動例会　　

＊�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。

2016-17年度 国際ロータリー第2740地区  地区大会
平成29年4月15日㈯　　本会議：長崎ブリックホール　　記念懇親会：ホテルニュー長崎

記念講演＆演奏

本会議

記念懇親会のようす


