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うと思います。
　思案橋支店がスタート。最初はあまりに、
思っていた銀行とのギャップが大きく、いつ
辞めようかなと思いながら仕事をしていました。
　銀行内のチャレンジ制度で、株に興味があ
り、資金証券部の公募を受けました。一つ目
の転機である平成6年の資金証券部（債権・株
式などの運用部門）への異動と山一證券への1
年間の研修。山一證券では、兜町の本部と船
橋の研修所での研修を受けました。次の転機
は、当時リスク管理部門の部長であった現・
森頭取から本店営業部の課長の辞令をもら
い、約11年ぶりに現場復帰したことです。
　ここで、昨年のアジア大会で見事に32歳で
銀メダルを獲得し、九州の西の果ての長崎に
32歳の遅咲きのすごい選手がいると一躍有名
になり、また、先日の都道府県対抗駅伝で、
最終区間で5位とがんばってくれた、野上恵子
さんが所属する「女子陸上部」のことについ
て話をさせていただきたいと思います。今年
こそは全日本大会出場を目指して頑張ってい
ますのでどうぞよろしくお願いします。
　野上さんは今年9月に行われるオリンピック
選考レースに照準を合わせており、東京オリ
ンピックを本当に狙っています。また、野上
さんは、3月3日の東京国際マラソンに出場し
ます。また感動を与える走りを見せてくれる
と思いますので、是非応援よろしくお願いし
ます。
　私の一番好きな言葉は、一期一会です。
様々な場所や十八銀行で仕事をしていなけれ
ば、お会いできないような方々と知り合いに
なり、転勤した後もいろいろとお世話になり
助けていただいています。本当にたくさんの

『�十八銀行女子陸上部について』

　会員　一瀬　伸彦さん
　（�㈱十八銀行�佐世保支店　支店長）

　現在、三浦町のマンションに
単身赴任中で、佐世保には昨年4月に着任しま
した。
　私の出身は西海市西彼町。エレナ小迎店の
近くです。中学まで西彼町で過ごし、高校は
長与町にある、先日の花園ラグビーでベスト8
の長崎北陽台で、1回生として入学しました。
北陽台はできたばかりで、先輩は誰もいな
く、運動場の石拾いからスタートしました。
　高校時代は下宿で1年間は高校の近くの長
与、2〜3年時は長崎市住吉に移りました。大
学は慶應義塾大学。とても楽しい学生時代で
したが、今となっては、もう少し違った時間
の使い方があったのではないかと思います。
先日、長崎国際大学に朝9時に訪問したとき、
たくさんの学生さんであふれており、私の時
代とは大違いで大変驚きました。
　就職は、子どもの頃から銀行は親和しか知
らなかったので親和銀行を受けました。日本
橋の親和の東京支店に行き、その立派さにび
っくり。すぐに長崎に帰るようにいわれ、せ
っかく長崎に帰り親和を受けるのだからと、
ついでに十八銀行も受けました。
　当然、親和に行くつもりでしたが、内定の
返事が十八のほうが親和よりも一日早くきた
ので、十八銀行に決めました。もし順番が逆
だったら全く違った人生になっていたのだろ
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りを行った事を考えれば、心身ともに決死の
覚悟であっただろうと思います。
　映画やテレビや小説では、吉良上野介は悪
者に描かれていますが、吉良の地元では吉良
は治水事業や新田開発、塩業の推進などか
ら、名君だったという記述がありますし、愛
知県の地元でも非常に尊敬されていたようで
すので、昨今の研究や著書では違った評価も
沢山あるようです。
　つまり、一方的に評価されているものにも
別角度から見ると違った評価が見えてきて、
物事は多角的に、しかも冷静に判断しなけれ
ばならないと教えられているような気がしま
す。ロータリー活動も、原理原則を忘れずに
自己都合やメンツを無くし、しかも相手を尊
重し、しっかりロータリーの為、我がクラブの
為を考えながら行動していきたいと考えます。
　さて、本日の例会卓話は、会員の一瀬伸彦
さんです、親和銀行との合併も控えておら
れ、大変多忙でいらっしゃると思いますが、
本日の卓話を楽しみにしておりました。本日
も最後までよろしくお願いいたします。

� 幹事　大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局�経理室
　2019年2月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（参考：1月＝112円）

２．RI第2740地区ガバナーエレクト
� 　千葉　憲哉さん
� （諫早北RC）
　国際協議会出席報告
　　日程／1月13日㈰〜20日㈰

３．RI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
　 RI日本事務局 財団室NEWS（2019年2月号）

の掲載をしました。

インターアクト・青少年活動委員会
� 委員長　田中　信孝
国際ロータリー第2740地区  2018〜2019年度
後期指導者研修会報告

方々とめぐりあえたことは、私の宝物であ
り、今後もつながりを大事にさせていただき
たいと思っています。
　当行は、今年4月のFFGへの統合、来年10
月親和銀行との合併と、まだこれからもいろ
いろと大変な局面に遭遇すると思いますが、
ひとつずつクリアしていき、親和銀行さんと一
緒に、お客様から必要とされる、真の長崎の
銀行の礎を築いていきたいと思っています。
　今後もご支援よろしくお願いします。
　また、新銀行になったらこんな仕事がした
いとか、こんなことはできないのかとか、それ
ぞれやりたいことや夢や希望を行員同士が語り
合い、ひとつずつ実現できるような素晴らし
い銀行をぜひつくっていきたいと思っています。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ビジター
　佐世保南RC 太田　博道さん

 会長　古賀　　巖
　先週末からかなり寒くなり、
佐世保では週末に雪もちらつき
ました。
　北九州では高速道路の通行止
めもあって、暦どおりの大寒の
時季を実感しておりました。但
し、昨日今日と気温が上がっていますが、再
び明日は5度近く気温が下がるそうです。
　気温が乱高下している中、インフルエンザ
が大流行しており、我が社でも10数年ぶりぐ
らいにインフルエンザによる欠勤が出まし
た。小さな会社ですので、蔓延しないのを祈
るばかりです。
　本日1月30日は、1703年1月30日（旧暦：元
禄 1 5 年 1 2 月 1 4 日 ） に 大 石 内 蔵 助（ 大 石
良雄）ら旧赤穂藩士47人が、吉良上野介義央邸
に討ち入りし吉良を討った「赤穂事件」、いわ
ゆる「忠臣蔵の討ち入り」が起きた日であり
ます。
　テレビや映画では12月14日が有名ですが、
旧暦であるため新暦に直すと1月30日になるそ
うです。最も寒いこの時季の真夜中に討ち入

会　長　挨　拶
幹 事 報 告

例会記録

委員会報告
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　日時／2019年1月26日㈯
　　　　13:00 開会
　会場／長崎国際大学
　　　　（1号館大講義室）
　出席者／
　　 ガバナー、ガバナー補佐、

地区幹事、地区ローターアクト委員会委
員長、地区米山記念奨学委員会委員長、
IA地区委員（唐津、牛津、武雄、佐世保
北、諫早、諫早北、長崎西）、各インター
アクト生徒

　佐世保RC参加者／
　　 福 田 金 治 ガ バ ナ ー 、 増 本 一 也 地 区 幹

事、松尾慶一副会長、松尾文隆青少年奉
仕委員会委員長、田中信孝インターアク
ト・青少年活動委員会委員長、西海学園
高校インターアクト顧問 林田明浩先生、
生 徒 5 名 （ 女 子 2 名 、 男 子 3名）、ロー
ターアクター 三原千秋さん

� 地区会員増強委員会　委員長　加納洋二郎
ロータリークラブの会員増強に
関して
　今年度、地区会員増強委員会
委員長の指名を受け、昨年9月
18日㈫に会員増強委員会・ク
ラブ管理運営委員会・公共イメ
ージ委員会の3委員会合同による『全クラブ会
員を対象とする研修会』と称してセミナーを
開催致しました。その節には皆様には主催者
の立場としてご協力いただき、誠にありがと
うございました。
　本日は、再度「ロータリーの会員拡大」に
ついて少し触れてみたいと思います。
　まずマクロ的な視野でみると、世界には会
員約120万人が存在し、35,000以上のクラブが
存在します。平均すると、クラブあたり30〜
40名で構成されているということになりま
す。その中で、日本国内の状況については20
年ほど前の13万人を超える会員数が、現在で
は10万人を切る状態となっており、何とか会
員の減少に歯止めをかけようというのが現状
であります。
　一方、国際ロータリーの運営にはゾーンと
いうものが存在します。1ゾーンは約35,000人

で構成され、世界の会員約120万人が34のゾ
ーンで区分されています。その半分の17ゾー
ンからRI理事が選任され、その代表で国際ロ
ータリーの運営がなされる仕組みになってい
るようです。したがって、かつて13万人を超
える時代は日本独自で3ゾーンを獲得していた
のですが、現在は会員の減少により3ゾーンの
うち1ゾーンは外国と共有することになり、そ
の分RI理事選出のチャンスが少なくなり、日
本の発言権が少なくなったことを意味しま
す。我々一般会員には直接関係のない話です
が、政治的な部分があることも知っておく必
要があります。
　今年度、福田金治ガバナーの考えで、入会
者の積極勧誘より退会者防止に目を向けるべ
きであるとの方針が出されました。この佐世
保RCでは感じないことですが、都会型クラ
ブ、また研修制度が整っていないクラブで
は、在籍年数の浅い会員の退会が目立つ傾向
があることが報告されています。形式よりも
クラブ本来の存在意義を、今一度見つめなお
す時期であるかもしれません。

� 親睦活動委員会　谷川　辰巳
○結婚記念月のお祝い
　廣瀬　章博・みどりさん ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　さん ご夫妻（19日）
　川添　秀則・朋子　さん ご夫妻（20日）
　米倉洋一郎・幸子　さん ご夫妻（31日）

� 親睦活動委員会　安部　雅隆
佐世保南RC　太田　博道さん
　3月末日で長崎県立大学長を退任します。そ
れに伴って佐世保南RCも退会し、神奈川の家

慶　　　祝

ロータリー３分間情報

ニコニコボックス
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：萩原多恵士）
（カメラ担当：長浜　陽介）

へ引っ越します。10年間大変お世話になりま
した。

古賀　　巖�会長、大久保利博�幹事
廣瀬　章博�副幹事、小村　英司さん
福田　金吾さん、安福　竜介さん
谷川　辰巳さん、草津　栄良さん
坂本　　敏さん、米倉洋一郎さん
福田　金治さん、納所　佳民さん
赤木　征二さん、増本　一也さん
木下　貴夫さん、筒井　和彦さん
北野　慎司さん、西田　勝彦さん
吉田　英樹さん、黒江　章雄さん
橘髙　克和さん、富永　雅弘さん
大神　吉史さん、山縣　義道さん
坂元　　崇さん、円田　　昭さん
長浜　陽介さん、安部　雅隆さん
川添　秀則さん
　一瀬伸彦さんの卓話に期待してニコニコし
ます。

円田　浩司さん
　先日の地区大会慰労会では、福田金治ガバ
ナー、橘髙克和地区大会実行委員会委員長に
お世話になりました。私も会場設営委員会委
員長として、一言しゃべらせていただきまし
たが、中身がなかったからか残念ながら、今
週の週報では写真がカットされていましたの
で、反省してニコニコします。

大神　吉史さん
　地区大会慰労会ではお疲れ様でした。そこ
で、交通対策委員会の委員長である私も、慰
労会の写真に掲載することができませんでし
た。例会報担当委員長として失態を演じてし
まい、大変申し訳なく思っています。

田中丸善保さん、廣瀬　章博さん
川添　秀則さん、米倉洋一郎さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございました。

� ソングリーダー　黒木　政純

「冬の夜」合唱
　　　作詞・作曲：不明

1912年（明治45年）3月『尋常小学
唱歌（三）』にて発表。歌詞の「い
くさの手柄を語る」という部分が、
戦意高揚であると一部の人々に否定されたことから、
戦後に発行された教科書などでは「過ぎし昔の思い
出語る」と改変された。しかし、なぜ子どもたちが「拳
を握って」興奮するのか、意味が不明となる、とする
意見も提示され、オリジナルの歌詞に戻す動きが出
てきて現在に至っている。どちらの歌詞で記憶してい
るかに、育った時代の違いが現われる唱歌・童謡の
ひとつでもある。

2019年2月
＊例会卓話者予定＊ 

2月６日　新入会員卓話　　小村　英司さん
　　　　     （ ㈱商工組合中央金庫 佐世保支店　支店長）

2月13日　㈱ユニバーサルワーカーズ 
　　　　（軍艦島コンシェルジュ） 
 　　　　  代表取締役　　　久遠　龍史 様

2月20日　創立68周年記念例会（調整中）

2月27日　長崎国際大学 
 　　　　  ボルダリング選手　原田　朝美 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定（入試等対応のため）

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日程／2019年2月9日㈯　
　　　今後の活動についてのミーティング

＊ 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。ニコニコボックス 本日合計 　36,000 円

 累　　計 661,000 円

◇

歌の時間


