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会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。　

　まずは、こうして例会が開催さ

れることに感謝したいと思います。

　いつものコロナ禍の話題になり

ますが、県レベルではフェーズ2

ですが、佐世保ではフェーズ3にランクアップされ

たままです。先週お知らせしたとおり、本日より

当面は、円形テーブルから教室式のテーブル配置

に切り替えます。会場設営にはお手数をお掛け致

します。できる限りの黙食と、マスク着用での会

話を心がけ、現時点での万全の体制で例会継続に

臨みたいと思います。ご理解ご協力願います。

　引続き市内8クラブでは受付のみの相互メークア

ップ、及び、自主出席免除の届け出可能の体制で

続けてまいります。

　佐世保クラブ伝統である100％出席継続の努力を

皆さんにお願い致します。

　昨年よりこれまで、当たり前のことが当たり前

でなくなって、1年と数カ月が続いています。

　今、ようやくワクチン接種の話が身近になって

きました。一日も早くこれまで通りの正常な状態

に戻ることを願うばかりです。

　このような大変な時代に、松山秀樹がマスター

ズでやってくれました。詳細は、もちろん皆さん

がご承知のとおりですが、中継のアナウンサーや

中嶋さん、宮里さんら解説者が、絶句、涙した感

動が伝わってきて、私もついうるうるとなってし

まいました。

　またキャディさんの日本式礼儀も脚光を浴びて

いるようです。最近は、なかなか日本の世界に対

するアピールが少ない中、今回は大いに日本の株

が上がったのではないかと思います。すばらしい

感動の一幕でした。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「四つのテスト」

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．日本のロータリー100周年を祝う会
　	 事務局長　水野　　功	さん
　	 （RID2750東京飛火野RC）
　「日本のロータリー100周年を祝う会
	 　記念式典・祝賀会」
　日　時／2021年5月25日㈫　11：00 登録開始

　会　場／ザ・プリンスパークタワー東京

　登録料／お一人様　25,000円

　�（昼食代を含みます。懇親会（夜）の予定はござ

いません。）

　登録申込締切日／2021年4月15日㈭

　各地区の出席者枠／10名

2．第2740地区ガバナー事務所
　ロータリー財団 地区補助金に関する指針

　地区補助金ガイダンス【RID2740,�2021-22年度】

　2月4日〜5月10日　申請書準備・提出　ガバナー

エレクト事務所へ

《本　　日》会員数 77 名（出席免除会員 28 名）・出席 48 名・欠席 29 名・ビジター 0 名・出席率 62.33 ％

《 3月17日》会員数 79 名（出席免除会員 28 名）・出席 45 名・欠席 35 名・メークアップ 1 名・修正出席率 77.97 ％



（2）

3．La	Jollaロータリークラブ
　佐世保RCより送付しました年賀状のお礼

4．結婚記念品お礼状
　安部直樹さん・恵美子�さん

委員会報告
■70周年記録誌委員会	 委員長　筒井　和彦
　70周年記念誌の原稿をよろしく

お願いします。

■70周年記念⾏事実⾏委員長	 円⽥　　昭
　70	周年記念⾏事　九十九島清掃事業のご案内
　九十九島は佐世保市民が自慢す

る美しい島々です。遠目には美し

い島々ですが、その島々に行くと

残念ながら漂着、漁業、釣り人の

残したゴミ等が散乱した無残な状

態が現実です。

　世界的に海洋プラスチックゴミが問題視されて

いる今、我々にできる事は微々たるものかも知れ

ませんが、次世代へ美しい自然を引き継ぐ啓蒙の

意味を含め、身近な九十九島の島々に渡っての清

掃作業を以下の要領にて行いますので会員の皆様

のご参加をお願いいたします。

　日　時／2021年6月3日㈭　8：30 集合

　　　　　清掃時間は約3時間を予定

　　　　　�予備日として3日が天候不順等で実施不

可能な場合、翌4日㈮に順延いたします。

　場　所／佐世保市鹿子前1143

　　　　　沼本釣具店　TEL�0956-28-1252

　服　装／�長靴または濡れてもいい運動靴、長袖

シャツ、救命胴衣は用意しますが、お

持ちの方は持参願います。ゴム手袋、

ゴミ袋等は用意します。

　駐車場／�台数に限りがありますので、フラッグス

（徒歩3分）の駐車場をご利用ください。

　　　　　�清掃作業終了後にフラッグスにて昼食

を用意しております。

　※5月19日までに出欠をお知らせください。

慶　　　　祝
	 親睦活動委員会　内海　暢邦
○今月の誕生祝い
　円田　　昭�さん（ 5日）、玉野　哲雄�さん（26日）

　遠田　公夫�さん（26日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　健二

円⽥　　昭	さん、玉野　哲雄	さん
遠⽥　公夫	さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとうござい

ます。

増本　一也	さん
　先週の8日㈭、佐世保中央RC主催の健康麻雀大会

に参加してきました。佐世保RCから、米倉洋一郎�

さん、松尾文隆さん、中川知之さん、そして私の4

名で参加しましたが、結果は佐世保中央RCの崎元

パスト会長の優勝でした。しかし、さすがは佐世

保RCのメンバーです。全員飛び賞に入り、元は取

ってきています。今回は、プレ健康麻雀大会でし

たが、次回が本番です。

　お互い10名の選抜でのクラブ対抗戦となります。

チームリーダーの芹野隆英さん、坂元　崇さん、

安部雅隆さん、前回優勝の筒井和彦さん、そして

新戦力、実力No.1と目される、いちよし証券の�

水元誠太さん、佐世保RCの名誉にかけて、よろし

くお願いします。

協⼒：沼本商店（南九⼗九島渡船組合員）渡船2隻をチ
ャーターします 
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加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福⽥　金吾	副幹事、坂根　　毅	さん
草津　栄良	さん、円⽥　浩司	さん
木村　公康	さん、橘髙　克和	さん
安福　竜介	さん、筒井　和彦	さん
米倉洋一郎	さん、中村　徳裕	さん
廣瀬　章博	さん、出端　隆治	さん
福⽥　金治	さん、西⽥　勝彦	さん
内海　暢邦	さん、増本　一也	さん
森　　勝之	さん、中島　　顕	さん
井上　斉爾	さん、谷川　辰巳	さん
松尾　　貴	さん、大久保利博	さん
山口　健二	さん、大神　吉史	さん
陣内　純英	さん、坂元　　崇	さん
髙⽥　俊夫	さん、河原　忠徳	さん
芹野　隆英	さん、古賀　　巖	さん
　新会員 船越　温さんの卓話に期待してニコニコ

します。

◇
ニコニコボックス� 本日合計� 36,000円

� 累　　計� 825,000円

卓　　　　話
「社会人43年目」

新会員　船越　　温
（㈱メモリード　常務取締役）

　今年で社会人生活43年目に入り

ましたが、今日は自分史をからめ

て発表いたします。

　昭和30年5月2日の生まれ。純粋

に佐世保市日野町の出身です。

　家族は、妻一人と娘三人の五人家族です。唯一

のオスのチワワ7歳も家族として暮らしておりま

す。娘二人は、現在東京在住で医療関係に勤務。

コロナと戦っております。

　私は、地元で義務教育を終え、佐世保西高等学

校へ進学、そこでバレーボールに熱中することに

なりました。折からミュンヘンオリンピックの男

子バレーボールチームのテレビ番組が放送されて

おり、オリンピックは無理としても、高校総体で

の上位入賞を目標に練習に励んでおりました。し

かし、残念ながら高校最後の高総体では、時の優

勝候補筆頭の長崎海星高校と激突し、1回戦敗退と

なりました。

　そんな高校生活に別れを告げ、京都の立命館大

学へ進学をいたしました。勉学に励む予定でした

が、アルバイトの方に重きをなした次第でありま

した。

　アルバイト先は京都の繁華街、河原町通の中ほ

どにある高級靴店です。お得意様の中には芸能人

も多数おり、私はジュディ・オングさんを数回接

客した経験があります。とてもお奇麗でした。

　古都京都ならではのアルバイトも経験しました。

京都三大祭りの一つの『時代祭』です。時給800円

でしたが、京都御所から平安神宮までを練り歩き、

思い出に残る一コマでした。

　海外旅行も経験し、なんとか4年で卒業すること

ができました。

　さて、趣味について少しだけ話をさせてくださ

い。

　夜空を仰いでいるうちに星々に興味が沸き、天

体望遠鏡を購入。機種は国産ビクセンの口径120㎜

屈折型です。何とか土星の環が確認できます。

　神秘的な画像に感動しました。

　ゴルフは昨年10月より30年ぶりに再開しました。

スコアはイマイチですが次第に勘を取り戻しつつ

あります。今後の伸び？に期待ですかね。

　話をもとに戻します。いよいよ大学を無事卒業

して、長崎の冠婚葬祭の会社メモリードに入社す

ることになりました。㈱メモリードは、今年創業

52年を迎え、創業者で会長の吉田茂視を先頭に、1

都6県で冠婚葬祭の事業を展開しております。施設

数は全国で200か所、婚礼件数約4,000件、葬儀件

数19,000件と、業界でもトップクラスに位置して

います。

　そんなメモリード生活43年のうち約20年は婚礼

部門に籍を置き、主に婚礼プランナーとして、結

婚式のお世話をしておりました。その後葬祭部門

に移動し、現場を多く経験し、現在に至りました。

　現在は、佐世保事業部担当、葬祭事業部担当と

して、常に次代を見つめ必死に戦っている最中で
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＊4・5月  例会卓話者予定＊�

4月21日� 会員卓話　　髙田　俊夫�さん

　 28日� 会員卓話　　井上　斉爾�さん

5月 5日� ～祝日休会～
　 12日� 一般社団法人佐世保青年会議所

� 理事長　山縣　昌彦�様

　 19日� 新会員卓話　水元　誠太�さん

　 26日� 物故者慰霊祭（11時　開式予定）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

（今週の担当：陣内　純英　カメラ担当：坂根　　毅）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅

あります。特にコロナ禍の今、売上は大きく前年

を下回りました。

　特に婚礼ホテル部門は最悪の状態です。それで

も何とか生き残りのため、そして従業員の雇用を

維持するために、コロナ禍でも知恵を絞って難局

に立ち向かわなければなりません。

　アフターコロナは変革の時代、これから予測さ

れる変化を列記してみます。

　①経済環境の変化

　②企業の競争環境の変化

　③雇用・働き方の変化

　④個人のキャリアの変化

などが起こると我々は予測しております。危機感

をもってコロナを乗り切る覚悟です。

　当社は社会奉仕も社是に掲げております。その

最たることが災害派遣ボランティアです。

　東日本大震災に於ける岩手県大船渡市への津波

災害支援、古くは長崎大水害、雲仙普賢岳の火砕

流被災者支援、熊本震災支援など最前線で活動し

て参りました。このことは私たちの誇りでもあり

ます。

　又、スポーツアスリートの支援も行っておりま

す。女子陸上部は、毎年プリンセス駅伝に参加で

きるようになりました。群馬の土屋選手は、平昌

五輪に出場し、次のオリンピックを目指していま

す。

　今後もメモリードは冠婚葬祭事業を中心に、五

島ワイナリー、チョコレートハウス、葬儀保険、

医療共済など展開して行くことでしょう。

　今後この町で事業を継続していくための人口動

態の資料です。

　最後までご清聴ありがとうございました。

255,439 248,174 239,819 230,906 221,512 211,784 202,094 

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

佐世保市人口動態推移予測


