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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　皆様こんにちは。本日も多
数ご出席いただきありがとう
ございます。
　本日は、ただいまご紹介い
たしました一般社団法人佐世
保青年会議所　第69代理事長　下津浦朱門
様をお迎えして卓話をいただく予定となっ
ております。若者が集い活動する団体には、
ローターアクトクラブ（RAC）、青年会議所

（JC）、商工会議所青年部（YEG）と様々な
団体があり、それぞれが「明るい豊かなま
ちづくり」を目指して活動しています。
　佐世保ロータリークラブの会員の皆様の
中にも、何れかの団体のOBという方も多い
と思います。
　私自身は、20代で東京からＵターンして
佐世保に戻ってきた当時、青年会議所が主
管していた「西海アメリカンフェスティバ
ル」に感激し、こんなイベントを企画し実
行する団体に入りたいと思って、入会した
ことを覚えています。そこで多くの先輩方
にお世話になり、様々なことを学ばせてい
ただきました。
　今年、下津浦理事長率いるJCは、市制120
周年を迎えた佐世保市と連携して、初めてのイ
ベントとして「SASEBO JAM FESTIVAL」
を開催されました。新しくなった佐世保中
央公園を会場に、氣志團をメインゲストに
15万人を超えるお客様を集客し、大成功を

収められました。
　JCは20代から40歳までという年齢制限が
あります。若者の特権で、体力があります
から、タフなボランティア活動でも活躍で
きます。一方私たちロータリーの年代にな
ると、体力はそれなりに落ちてきますが、
経済的なドネーション支援なども含めて、
明るい豊かなまちづくりに貢献していけた
らと考えております。
　今週末は、JC、YEGの先輩方が立ち上げ
られた「YOSAKOIさせぼ祭り」が、3年ぶ
りに第24回目の開催を迎えます。私は、今
も実行委員を務めております、皆様方には
多数のご支援をいただき感謝しております。
当クラブ会員の永瀬徳豊さん、庭木香充さ
んにはファイナルステージ決勝の審査委員
をお務めいただく予定です。皆様もお時間
があられましたら、ぜひご来場ください。
お待ちしております。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○卓話者
　一般社団法人佐世保青年会議所
 理事長　下津浦　朱門 様
 専務理事　福田　登志也 様

幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

《本　　日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 46名・欠席 27名・（免除者欠席 13名）・ビジター 0 名・出席率 63.01 ％

《10月 5日》会員数 73名（出席規定免除 24名）・出席 47名・欠席 26名・（免除者欠席 13名）・メークアップ 1 名・修正出席率 80.00 ％
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2.第2740地区ガバナー	 上村　春甫	さん
　地区RLI推進委員会
	 委員長　吉岡　義治	さん
　RLI（ロータリーリーダーシップ研究会研修）
事前研修会開催について
　対象者： ガバナー補佐エレクト、クラブ

会長エレクト
　1.開催方法：オンラインZoom
　2.日　　時：令和4年10月29日㈯
　　　　　　　13：00より 入室可能
　　　　　　　13：30 開始〜
　　　　　　　16：00 終了予定
　3.内　　容： RLI研修説明・ファシリテー

ションによるセッション

3.地区R財団委員長	 岡村　康司	さん
　ロータリー財団セミナーのご案内
　1.日　時：2022年11月13日㈰
　　　　　　13：00〜受付　13：30 開始
　　　　　　16：30 終了予定
　2.会　場：龍登園（佐賀市）

4.佐世保南RC	 会長　宮地　　学	さん
　実行委員長	 山口　嘉浩	さん
　2023-2024年度インターアクト年次大会
コ・ホストのお願い

委員会報告
■ロータリー情報・文献記録委員会
	 福田　金治
　ロータリーの友はほとんど
の方が読まれないと思います
ので、本日は、私が10月号に
投稿した記事のコピーを皆さ
まに配布していただいており
ますので、時間があられる時にお読みくだ
さい。
　今回、私がロータリーの友に投稿した訳
を説明いたします。

　ロータリーをどのように解釈するかは、
会員一人ひとりの考えで良いと思います。
　しかし、現在の国際ロータリーの考え方、
行動は、国際ロータリーの判断を、私共ロ
ータリアンに強制しています。
　ポール・ハリスがロータリーを作ったの
は、4人の仲間で助け合い、仲良くしようと
いうのが目的でした。
　その後は、仲間が増え、米国全土、外国
へも広がったので、規則や組織が作られま
した。
　それでも、当初はロータリー本部からの
強制は無く、各クラブ、各ロータリアンの
考えで活動ができておりました。
　国際ロータリーが変わり始めたのは、今
から37年前に国際ロータリー主導で「ポリ
オプラス・プログラム」を開始してからです。
　このプログラムは現在の「ポリオ撲滅」
に続いています。
　ロータリーの色々な規則をゆるくして来
ています。
　例えば「会員は経営者またはそれに準じ
る者」の削除です。この結果、無職でも主
婦でも会員になれます。
　メークアップは年度内で良い、例会は最
低月2回で良い、等です。
　ロータリーの友に書いておりますが、現
在の国際ロータリーは、各会員から寄付金
を集めて、そのお金で「ポリオプラス」等
の事業を行なっています。
　これでは、ロータリーの原点である、職
業を通しての奉仕活動は無視され、ロータ
リーは寄付団体になってしまいます。
　微力ですが、ロータリー活動を原点に戻
すべく、今回投稿した理由です。

■ローターアクト委員会
	 委員長　谷川　辰巳
　 去 る10月2日 ㈰18：00よ り、
ホテルオークラJRハウステン
ボスにおきまして、ローター
アクト地区代表公式訪問例会
が開催されました。当日は、
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地区代表の鐘ヶ江紗世様をお招きすると共
に、地区ローターアクト委員会委員長　髙
松茂信様にもお越し頂き、盛大に開催する
ことができました。中村会長、福田幹事、
安部副幹事、そして福田金治パストガバナ
ーにもご参加頂き、青少年奉仕委員会 坂元
崇委員長、ローターアクト委員会 指山副委
員長、私を含めた計7名で出席・対応させて
頂きました。ローターアクトの活動を知る
良い機会を頂き、またアクト活動から学ば
せて頂くことも多々ございました。今後も、
月1回のペースにて長崎国際大学ローターア
クトクラブ例会を開催させて頂く予定です。
ロータリアンの皆様方にもご案内できる機
会がございましたら、是非お招きしたいと
考えておりますので、どうぞ宜しくお願い
致します。

慶 　 　 祝
出席・例会委員会　出端　隆治

○永年会員表彰
　髙田　俊夫 さん（28年）

○出席100％表彰
　中村　徳裕 さん（22回）

○3年未満会員表彰
　長野　哲也 さん、内海　暢邦 さん
　指山　　立 さん、立花　秀樹 さん
　岩崎　正俊 さん、船越　　温 さん
　山口　健二 さん

ニコニコボックス
親睦活動委員会　山口　幸生

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、草津　栄良 さん
筒井　和彦 さん、米倉洋一郎 さん
安福　竜介 さん、庭木　香充 さん
出端　隆治 さん、永瀬　徳豊 さん
鈴木　清輝 さん、松本　祐明 さん
黒木　政純 さん、増本　一也 さん
坂本　　敏 さん、廣瀬　章博 さん
中島　　顕 さん、福田　金治 さん
谷川　辰巳 さん、指山　　立 さん
円田　　昭 さん、古賀　　巖 さん
大久保利博 さん、長野　哲也 さん
坂元　　崇 さん、吉田　英樹 さん
船越　　温 さん、芹野　隆英 さん
　佐世保青年会議所理事長 下津浦朱門様の
卓話に期待してニコニコします。

橘髙　克和 さん（S46年卒）
中村　徳裕 さん（S58年卒）
円田　浩司 さん（S62年卒）
　これは夢か？という事が現実のものとな
りました‼
　我等母校、立教大学が箱根駅伝に出場す
る事になりました。55年振りです。自祝の
意味です。

坂本　　敏 さん
　本日の長崎新聞の「よってみんネ」とい
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うコーナーに、永瀬さんのご厚意で載せて
いただき、四ヶ町店の美人スタッフが、お
客様を担当しております。新規移転オープ
ンで旧店舗のお客様に来てもらっておりま
すので、今のところ順調でございます。今
後ともご支援ご指導の程、よろしくお願い
します。

髙田　俊夫 さん、中村　徳裕 さん
指山　　立 さん、長野　哲也 さん
船越　　温 さん
　永年会員表彰、出席100％表彰ならびに入
会3年未満会員表彰の記念品をいただき、あ
りがとうございます。

◇
ニコニコボックス 本日合計 38,000円
 累　　計 268,000円

卓　　　　話
「万里一空　JAYCEEが創る確かな未来」

一般社団法人佐世保青年会議所
理事長　下津浦朱門	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69代理事長を務めさせていただ
いております下津浦朱門と申します。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、ウィズコロナということで、
これまで2年間コロナ禍で事業開催ができな
いことも多かったのですが、模索しながら
活動をおこなってきた経緯がございます。
これまでの経験を活かし、2022年度の佐世
保青年会議所としては、若者らしい発想を

もって困難を乗り越え、魅力ある豊かな個
性が輝く、地域に必要とされる人財の育成
を推進するとともに、持続可能でインパク
トがある、価値ある活動と運動を展開して
お り ま す。 ス ロ ー ガ ン の「 万 里 一 空　
JAYCEEが創る確かな未来」には一つの目
標を見据え、たゆまぬ努力を続けるという
意味がございます。我々は持続可能で明る
い豊かな社会の実現に向け、これからも会
員一人ひとりが目標に向け突き進んでいき
たいと考えております。本年度は新入会員
19名を迎え87名のメンバーでこれからもさ
らに地域から求められる団体へと一人ひと
りが意識を持って進化し、日々のJC活動に
邁進してまいります。

　さて、本年開催している事業ですが、例
会は1月よりZOOMを使ったハイブリッド形
式ではありますが、非常に高い出席をいた
だいている状況です。例会は会の方向性の
確認をするとともに、青年経済人としての
資質の向上など我々にとって重要な役割を
果たしています。
　また、対外事業におきましては、青少年
育成事業として、子どもたちに心身の成長
と郷土愛を深めてもらうために、宇久島に
おいてキャンプの手法を活用した事業をお
こないました。事業中は大きな事故もなく
無事に終えることができました。事業が終
わり保護者様より多くの感謝の言葉をいた
だくことができましたし、参加した子ども
達にとっても佐世保に宇久島のような魅力
ある島があることを知っていただく良い機
会になったと考えます。
　そして、10月には「SASEBO JAM FESTIVAL」
を佐世保セントラルパークで開催させてい
ただきました。来場者数は公称145,000人の
来場となりました。今回の催事では、ロー
タリークラブ様所属の多くの方にご協賛や
ご来場いただき誠にありがとうございまし
た。今回は市民の郷土愛を育むとともに佐
世保の魅力を多くの方に知っていただくと
いう目的があり、市内はもとより、市外の
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＊今後の例会予定＊ 
10月26日 佐世保商工会議所青年部
 会長　川口　直人 様
11月 2日 新会員　田村　和大 さん
 東京海上日動火災保険㈱佐世保支社長
　　 9日 例会（夜）及び新会員歓迎懇親会
　　16日 九州文化学園高等学校
 野球部監督　香田　勲男 様
　　23日 〜祝日休会〜
　　30日 米山奨学生出前卓話
 林　威逸（リン ウェイ イ）様

＊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。

（今週の担当：中村　真弥）
（カメラ担当：大塚　隆夫）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

方にもご来場いただき、佐世保の魅力を感
じていただけたと考えております。このよ
うな催事は、改めて地域にとって重要なこ
とだと感じました。
　結びに、今後とも当青年会議所に対し皆
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。

プロフィール
出身地／佐世保市
勤務先／株式会社させぼパレスホテル
　　　　丸菱不動産株式会社
役　職／代表取締役

【職歴】
2011年　株式会社させぼパレスホテル　入社
2012年　株式会社丸菱不動産株式会社　入社

【青年会議所】
2011年　一般社団法人　佐世保青年会議所　入会
2016年　総務渉外委員会　委員長
2017年　青少年育成委員会　委員長
2018年　九州地区協議会事務局長
2022年　第69代理事長　就任


