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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　今年も残すところ10日ほど
となり、例会も本日が最後と
なりました。今年1年、皆様
にご協力いただき本当にあり
がとうございました。今年は、コロナで始
まり、コロナで終わります。加納前会長期
においても何もできない状態が続き、今期
についても例会すらまともにできない状態
でスタートし、ようやく落ち着いてきまし
たが、オミクロン株で年明けがどのように
なるのか心配です。
　しかし、良いこともありました。東京オ
リンピックが無事に開催され、多くの日本
人アスリートがメダルを獲得し、私たちに
夢と感動を与えてくれました。また、大リー
グで大谷選手がMVPを受賞し、日本国民す
べてが自分のことのように喜んだことが記
憶に新しいところではないでしょうか。頑
張っていれば必ず結果がついてくることを
教えてくれたと思います。
　先日、家内に今年何かいいことがあった
かと問うてみました。回答は、今年初めて「メ
ルカリ」に出会い、珍しいものが手に入っ
たと喜んでいました。やはりコロナの影響
でしょうか。
　本日の卓話は、久しぶりに外部の方で、
佐世保青年会議所理事長の山縣昌彦さんに
お願いしております。今の青年会議所と様々

なことをお話しいただけると思います。よ
ろしくお願いいたします。
　それでは、本日の例会、最後までよろし
くお願いいたします。
　皆さん、それぞれ良いお年をお迎えくだ
さい。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「我等の生業」
◯ゲスト
　一般社団法人佐世保青年会議所
　	 理 事 長　山縣　昌彦	様
　	 専務理事　⻆　　　孟	様

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．ロータリー文庫運営委員会
	 委員長　菅原　光志	さん
　ロータリー文庫デジタル化済資料廃棄の件
　①	Ⅰ-16.「ガバナー月信」　Ⅰ-17.クラブ史　
を2022年4月末日に廃棄処分

　②	Ⅱ-1.〜4.「地区年次報告書」「地区大会
報告書」「地区協議会報告書」「その他
地区関係資料」返還希望クラブはメー
ルにて申し出ください。

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261号

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 49 名・欠席 27 名・ビジター 0 名・出席率 64.47 ％

《12月 8日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 50 名・欠席 11 名・メークアップ 0 名・修正出席率 81.36 ％
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3．2021-2022年度地区大会
	 実行委員長　植松　俊徳	さん
　	地区大会録画動画第2740地区YouTubeチ
ャンネルアップのお知らせ
　○本会議第1部
　　https://youtu.be/bSEBY3kwyol
　○本会議第2部
　　https://youtu.be/E0MO7t5NyKM
　○隈研吾氏記念講演
　　https://youtu.be/1bSJSQCkRRw
　公開期限／2022年6月30日

4．第2580地区ガバナー事務所内
　ロータリー東日本大震災青少年支援連絡協議会
　「風の便り」Vol.7 No5（通刊87号）

5．大村東RC	 会長　野田　孝則	さん
　	令和4年1月より4月までの間、例会場変更
のお知らせ
　例会場／長崎インターナショナルホテル
　　　　　↓
　　　　　千登勢旅館

6．一般財団法人　比国育英会バギオ基金
	 会長　淺田　豊久	さん
　	2020年度事業報告書の送付と基金へのご
寄付のお願い

7．海上自衛隊佐世保地方総監
	 海将　出口　佳努	さん
　佐世保音楽隊第50回定期演奏会案内
　日時／令和4年2月8日㈫　18：30〜20：30
　会場／アルカスSASEBO

委員会報告
■青少年奉仕委員会	 委員長　福田　金吾
西海学園インターアクトクラブ
感謝状贈呈式報告
　12月20日㈪10時より、佐世
保市役所にて西海学園イン
ターアクトクラブへ街頭募金
活動に対する感謝状贈呈式が執り行われま
した。
　菅沼会長、インターアクトクラブの辛

から
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副会長、引率の仁井先
生出席のもと、朝長市長より辛島会長に感
謝状が贈呈されました。
　贈呈に際し、辛島会長は謝辞で『私たち
はお預かりした義援金を、子どもたちのた
めに働いている市役所の方々に受け渡すだ
けの活動にしかすぎません。ですが募金活
動を通して多くの方々の温かさに触れるこ
とができ、幸せな気持ちになりました』と
述べられ、このような気持ちが道行く多く
の皆さまに伝わっているのだな、と感動し
て帰ってまいりました。
　また取材の最後には『3年生は残り少ない
高校生活の中になりますが、みんなで楽し
く活動していきたい』と締めくくられてい
ました。担当委員会としても、卒業に向か
う3年生はじめ、一生懸命活動しているイン
ターアクトへ精一杯のサポートをしていき
たいと思います。来月以降も募金活動を予
定されておりますので、会員の皆さまもご
都合がつかれれば顔を出していただくとア
クターの励みになるかと存じますので、今
後とも応援よろしくお願いいたします。
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慶 　 　 祝
	 親睦活動委員会　円田　浩司
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　	さん	ご夫妻（ 3日）
　池田　　豊・秀子　	さん	ご夫妻（ 4日）
　小石原健二・有美　	さん	ご夫妻（ 5日）
　中島　祥一・和子　	さん	ご夫妻（ 8日）
　松尾　慶一・富士子	さん	ご夫妻（ 9日）
　古賀　久貴・由樹　	さん	ご夫妻（ 9日）
　内海　暢邦・梨恵子	さん	ご夫妻（ 9日）
　庭木　香充・マリア	エステラ		さん	ご夫妻（28日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　船越　　温

菅沼宏比古 会長、米倉洋一郎 副会長
廣瀬　章博 幹事、谷川　辰巳 副幹事
円田　浩司 さん、中島　　顕 さん
草津　栄良 さん、岩崎　正俊 さん
庭木　香充 さん、船場　昭裕 さん
坂本　　敏 さん、永瀬　徳豊 さん
長野　哲也 さん、鈴木　清輝 さん
円田　　昭 さん、筒井　和彦 さん
松尾　　貴 さん、松本　祐明 さん
大塚　隆夫 さん、増本　一也 さん
福田　金吾 さん、福田　金治 さん
安福　竜介 さん、大神　吉史 さん
岡　　英樹 さん、吉田　英樹 さん
池田　真秀 さん、坂元　　崇 さん
古賀　　巖 さん、納所　佳民 さん
大久保利博 さん、中村　徳裕 さん
船越　　温 さん
　山縣昌彦さんの卓話に期待して、ニコニ
コいたします。

庭木　香充 さん
　12月11日にホテルオークラJRハウステン
ボス様にて盛大に催されました「忘年家族
会」の富くじ抽選会にて、会長賞をいただ
きました。素敵な品物に感激です。菅沼会
長はじめ、ロータリーの皆さまに感謝の気
持ちを込めて、ニコニコします。

中島　祥一 さん、吉田　英樹 さん
池田　　豊 さん、小石原健二 さん
松尾　慶一 さん、庭木　香充 さん
　結婚記念月のお祝いをいただき、ありが
とうございました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 41,000円
	 累　　計	 401,500円
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歌 の 時 間
ソングリーダー　黒木　政純
「きよしこの夜」

作詞：ヨゼフ・モール
日本語作詞：由木　康

作曲：フランツ・クサーヴァー・グルーバー

　1820年ごろ、オーストリア人牧師・
モールとオルガン奏者・グルーバーによって作られた。
日本では明治42年『賛美歌』第2編に初めて収録された。
昭和36年から63年まで小学6年生の教科書に掲載されて
いる。「賛美歌」109番に収録、「聖歌」としては148番の
歌。

卓　　　話
「Choose	Your	Color	～人材から人財へ～」
～一般社団法人佐世保青年会議所第68代理事長を
　終えるにあたり～

	 一般社団法人佐世保青年会議所
	 第68代理事長　山縣　昌彦	様
　本日は、佐世保ロータリー
クラブ様の大変貴重な例会の
場にお招きいただきまして、
誠にありがとうございます。
私は、一般社団法人佐世保青

年会議所　第68代理事長を務めさせていた
だいております山縣昌彦と申します。日頃
より佐世保青年会議所の活動にご理解とご
協力を賜り、感謝申し上げます。
　本年度は、周知の通り、新型コロナウイ
ルス感染症の蔓延により、従来の活動・運
動が難しくなり、新たな形を模索する転換
期となりました。その中で、この状況に立
ち止まるのではなく、ピンチを未来への変
革のチャンスであると前向きに考え、これ
まで以上に、地域のため人のために行動で
きるよう、1年間努めてまいりました。佐
世保青年会議所としては、人々の意識変容
が起きた今だからこそ、変化に強い人財
をひとりでも多く育てるために、「Choose　
Your	Color	〜人材から人財へ〜」というス
ローガンのもと、地域から求められる団体
へとさらに進化できるよう、新入会員18名
を迎え現在87名の現役メンバーで日々、JC
活動に邁進いたしました。
　例年行っていた活性化事業など自粛や中
止の判断をせざるを得ず、残念な思いをし
ましたが、運営方針のひとつとして掲げて
おりました“SDGsの周知促進”において、
市民の皆様へSDGsに触れていただく事業を
実施いたしました。
　まず、未来を創る子供たちへの発信とし
まして、佐世保市内の全小学校へ、SDGsを
わかりやすく解説したパンフレットを作成
し配布させていただきました。有難いこと
にさらに詳しく説明してほしいと“出前授
業”の依頼もいただきました。
　次に、11月には、『machi×未来博	〜今を
変えろ〜』と銘打ちZoomを使ったオンライ
ン公開イベントを開催しました。佐世保の
森林や海など自然に関する様々な問題に対
し、SDGsを切り口にパネルディスカッショ
ンの模様を配信しました。各種専門分野で
ある、県北振興局、佐世保市など森林・海
に関わる専門家の方々をお呼びして、多方
面からこのまちの問題や課題を具体的に学
んでいただく実りある機会となりました。
また、より広域的に周知ができるようパネ
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＊今後の例会予定＊	
12月29日	 指定休会
 1月 5日	 指定休会
　　12日	 クラブ協議会

＊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

＊	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。

クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：鈴木　清輝）

ルディスカッションの様子を動画にまとめ
ホームページに掲載しました。上記2つの事
業を通し、SDGsの周知とともに、佐世保青
年会議所に対する信頼度も高めることがで
きたのではないかと嬉しく思っています。
　最後になりますが、これからも佐世保青
年会議所一丸となり2013年に掲げました
10年ビジョン「来たい、住みたい、日本一
SASEBO」の実現を目指してまいります。
コロナもまだ予断を許さない状況ではあり
ますが、今後とも当青年会議所に対して諸
先輩の皆様方からの、これまで以上のご指
導ご鞭撻を頂ければ幸いです。

卓話者プロフィール

氏 名 山縣　昌彦

出 身 地 佐世保市

勤 務 先 株式会社　山縣

役 職 名 代表取締役社長

略 歴 【職歴】	
2004年　株式会社ベンハウス　入社	
2007年　株式会社山縣　入社
	【青年会議所】	
2009年　一般社団法人
　　　　佐世保青年会議所　入会	
2021年　第68代理事長　就任

趣 味 食べ歩き・温泉


